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◆2019年 9月 28日（土）大会第 1日目◆

共通論題：連鎖する世界経済における開発―貿易・労働・金融の諸側面から―

★午後の部 共通論題（14：40～18：10） （会場：幕張国際研修センター 2 階 ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ渚）……...7
[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] 

座長：中本 悟（立命館大学）、平野 克己（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

1. グローバル・バリュー・チェーンにおける途上国の貿易構造高度化

報告者：伊藤 恵子（中央大学）/ 討論者：木村 福成（慶應義塾大学）

2. 持続可能性認証と国際貿易：パーム油の事例

報告者：道田 悦代（日本貿易振興機構アジア経済研究所）/ 討論者：東田 啓作（関西学院大学）

3. 新興国が抱える国際資本移動のリスク

報告者：奥山 聡子（神奈川大学）/ 討論者：伊豆 久（久留米大学）

★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]
（第２、４、５分科会は 10:20開始です）

※論文題目の後に（E）がついている場合は、英語で報告が行われます。

第 1分科会 米中貿易摩擦 （会場：アジア経済研究所 2 階 C21 会議室）………......................................12 
座長：伊藤 匡（学習院大学） 
1. The Impact of US-China Trade War on Japanese Multinational Corporations

報告者：張 紅詠（経済産業研究所） 
討論者：田中 清泰（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

2. TPP と米中経済摩擦 
報告者：中島 朋義（環日本海経済研究所）/ 討論者： 清水 一史（九州大学） 

3. Global Value Chains and Trade Response to Trade War
報告者：板倉 健（名古屋市立大学） / 討論者：孟 渤（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

第 2分科会 国際金融 （会場：アジア経済研究所 4 階 SIAP-1 会議室）……………………………..15 
座長：小川 英治（一橋大学） 
1. An Assessment of the ECB’s Unconventional Monetary Policies

報告者：鈴木 弘隆（無所属（静岡県立大学大学院修了））/ 討論者：高屋 定美（関西大学） 
2. The Effects of International Capital Flows on Domestic Savings, Investment and Growth: Changes in the 'F-H

Puzzle' in Emerging Economies
報告者：大田 英明（立命館大学）/ 討論者：出町 一恵（東京外国語大学） 
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第 3分科会 国際政治経済 （会場：アジア経済研究所 4 階 SIAP-2 会議室……..………………17 
座長：矢野 修一（高崎経済大学） 
1. 東アジアの多国間主義とその意義 

報告者：小林 尚朗（明治大学）/ 討論者：浜中 慎太郎（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 
2. 穀物法から自由貿易へ 

報告者：蔵谷 哲也（四国大学）/ 討論者：久松 太郎（同志社大学） 
3. オフショア金融センターを分析する視点 

報告者：星野 智樹（内閣府経済社会総合研究所）/ 討論者：宮崎 礼二（明海大学） 

第 4 分科会 貿易政策の理論 （会場：アジア経済研究所 3 階 A31 教室）………………….………...19 
座長：川端 康（名古屋市立大学） 
1. Joint R&D and a New Downstream Entry in a Vertically Related Market: The Effects of R&D and Export

Subsidies
報告者：川越 吉孝（京都産業大学）（E） / 討論者：荒 知宏（福島大学） 

2. 貿易政策の所得再分配効果に関する一考察 
報告者：大川 良文（京都産業大学）/ 討論者：西山 博幸（兵庫県立大学） 

第 5 分科会 企業立地の理論 （会場：アジア経済研究所 3 階 A32 教室）…………………...……….21 
座長：曽 道智（東北大学） 
1. Two Types of Export-Platform FDI with Heterogeneous Firm including Communication Cost

報告者：佐藤 邦彦（一橋大学）[推薦者：石川 城太（一橋大学）] （E） 
討論者：加藤 隼人（大阪大学） 

2. Firm Location, Consumption Pollution and Environmental Tax
報告者：成 海涛（一橋大学）[推薦者：石川 城太（一橋大学）] （E） 
討論者：高塚 創（大阪市立大学） 

昼食  12：00～13：30 
理事会   12：15～13：15 （会場：幕張国際研修センター ４階 4014号室） 
学会賞授与式・受賞者記念講演  13：30～14：30（会場：幕張国際研修センター 2階 レセプションホ

ール渚）

第 14 回小島清賞研究奨励賞・受賞記念講演 

「地域経済統合は何をもたらすのか」

神事 直人（京都大学）

★懇親会 18：30～20：30 （会場：Y's（ワイズ）バイキングレストラン海浜幕張店） 

2



◆2019年 9月 29日（日）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 10分科会は 10:20開始です）

※論文題目の後に（E）がついている場合は、英語で報告が行われます。 

第 6 分科会 貿易分析のフロンティア（会場：アジア経済研究所 4 階 SIAP-1 会議室）……………23 
座長: 阿部 顕三（中央大学） 
1. Love of Novelty and Economic Growth

報告者：古川 雄一（中京大学） 【小田賞受賞者】 
討論者：内藤 巧（早稲田大学） 

2. Tourism Infrastructure, the Environment, and International Trade
報告者：清水 隆則（兵庫県立大学） 【小島清賞優秀論文賞受賞者】 
討論者：藪内 繁己（愛知大学）

3. Deep Regional Trade Agreements and Cross-border Technology Transfer
報告者：神事 直人（京都大学）/ 討論者：早川 和伸（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

第 7分科会 貿易の実証分析１ （会場：アジア経済研究所 4 階 SIAP-2 会議室）………………..26 
座長： 丸山 佐和子（近畿大学） 
1. Global Value Chains and Aggregate Income Volatility 

報告者：杉田 洋一（一橋大学）（E）  / 討論者：浜野 正樹（早稲田大学）

2. The Impact of International Competition on Executive Compensation: Evidence from Japanese Firms during
the Global Trade Collapse

報告者：桑波田 浩之（弘前大学）/ 討論者：丸山 佐和子（近畿大学） 
3. Tariffs, Vertical Oligopoly and Market Structure: Empirical Investigation

報告者：荒 知宏（福島大学）（E） / 討論者：Lianming Zhu（大阪大学）

第 8分科会 【企画セッション】 歴史的岐路に直面するエネルギー問題: 将来指針構築の課題 
（会場：アジア経済研究所 3 階 A32 会議室）…………………………………………………………….29 
座長： 武石 礼司 （東京国際大学） 
1. エネルギー転換シナリオおよびその評価 

報告者：武石 礼司 （東京国際大学）/ 討論者：末広 茂（日本エネルギー経済研究所） 
2. 国際制度を通じたエネルギー転換に係る政策普及 

報告者：服部 崇（京都大学）/ 討論者：道田 悦代（日本貿易振興機構アジア経済研究所）

3. エネルギー資源経済と移民：湾岸アラブ型エスノクラシー 
報告者：松尾 昌樹（宇都宮大学）/ 討論者：齋藤 純（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 
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第 9分科会 アジア経済 （会場：アジア経済研究所 2 階 C21 会議室）………………………….30 
座長：  中川 涼司（立命館大学） 
1. 一帯一路と南アジア地域の政治経済 

報告者：深澤 光樹（東洋大学）<J>  / 討論者：椎野 幸平（拓殖大学） 
2. ミャンマーにおける中国元の国際化 

報告者：久保 公二（日本貿易振興機構アジア経済研究所）/ 討論者：曽根 康雄（日本大学） 
3. アジアの地域通貨単位（RMU）利用による為替リスクヘッジの考察 

報告者：赤羽 裕（亜細亜大学）/ 討論者：絹川 直良（文京学院大学） 

第 10 分科会 海外直接投資 （会場：アジア経済研究所 3 階 A31 会議室）………………………….33 
座長： 小橋 文子（青山学院大学） 
1. 日系多国籍企業による「共生」産業社会構築可能性の研究 

報告者：竹野 忠弘（名古屋工業大学）  / 討論者：吉野 文雄（拓殖大学） 
2. U.S. Foreign Direct Investments and Employment  （報告辞退となりました） 

報告者：平出 宜勝（カンザス州立大学）[推薦者：Peri da Silva（カンザス州立大学）]（E）, <J>
討論者：石瀬 寛和（大阪大学）

3. Multinational Firm's Location Decision: Distance vs. Connectivity
報告者：チャン チャン（一橋大学）[推薦者：石川 城太（一橋大学）] （E）,  <J>
討論者：松浦 寿幸（慶應義塾大学）

昼食 12：00～13：20 
理事会 12：15～13：15 （会場：幕張国際研修センター 4階 4014号） 
会員総会 13：20～13：50  （会場：幕張国際研修センター 2階ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ渚） 
会長講演 14：00～14：30 （会場：幕張国際研修センター 2階ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾎｰﾙ渚） 

★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 11分科会 【企画セッション】米トランプ政権誕生の背景と経済政策に関する研究 （会場：アジア

経済研究所 3 階 A31 会議室）……………………………………………………………………….36 
座長： 山縣 宏之（立教大学） 
1. ラストベルト分析と「徒弟訓練」政策：トランプ現象の経済的背景と支持基盤 

報告者：山縣 宏之（立教大学）/ 討論者：井上 博（阪南大学） 
2. アメリカ 2017年減税・雇用法の企業課税、国際課税面の意義と課題 

報告者：河音 琢郎（立命館大学）/ 討論者：萩原 伸次郎（横浜国立大学） 
3. トランプ政権の通商政策～覇権の再編か、重商主義への回帰か 

報告者：藤木 剛康（和歌山大学）/ 討論者：中本 悟（立命館大学）
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第 12分科会 貿易の実証分析２ （会場：アジア経済研究所 3 階 A32 会議室）…………………..37 
座長： 伊藤 萬里（青山学院大学） 
1. The EU’s Reform in Rules of Origin and International Trade: Evidence from Cambodia

報告者：田中 清泰（日本貿易振興機構アジア経済研究所）/ 討論者：田中 万里（一橋大学） 
2. Promotion or Liberalization: The Effect of Targeted Investment Policies on FDI Inflows

報告者：稲田 光朗（宮崎公立大学）（E）
討論者：田中 清泰（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

3. 知識集約型ビジネスサービス（KIBS）を利用した製造業の高付加価値化とその比較優位：実証的

研究 
報告者：藁谷 達至（立命館大学） [推薦者：中本 悟（立命館大学）] <J>
討論者：佐藤 秀夫（東北大学） 

第 13分科会 移民・非経済的要因の分析 （会場：アジア経済研究所 3 階 A33 会議室）……........40 
座長： 板木 雅彦（立命館大学） 
1. Economic and Non-economic Determinants of Attitudes towards Immigrants in Thailand

報告者：河崎 レイチェル慧（京都大学）[推薦者：岩本 武和（京都大学）]（E） 
討論者：平岩 恵里子（南山大学） 

2. Drinking, Texting, or Getting Old: Which One is the Most Dangerous While Driving?
報告者：武智 一貴（法政大学）（E）/ 討論者：坪田 建明（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

3. 教材開発:マクドゥーガル＝ケンプ・モデルで Brexit と仏EU残留を説明する～伝統モデルを教育

で使う意義～ 
報告者：小川 健（専修大学）/ 討論者：井尻 直彦（日本大学） 

第 14分科会 環境 （会場：アジア経済研究所 2 階 C21 会議室）………………………………….42 
座長： 蓬田 守弘（上智大学） 
1. Gravity Analysis of Environmental Goods Focusing on Bilateral Tariff Rates

報告者：松村 敦子（東京国際大学）/ 討論者：服部 哲也（拓殖大学） 
2. Skill Formation and the Production of Environmental Goods: The Role of Public Education

報告者：荘 発盛（尚美学園大学）（E）/ 討論者：大川 良文（京都産業大学） 
3. Trade and the Environment with a Continuum of Goods

報告者：李 綱（東洋大学）/ 討論者：寳多 康弘（南山大学） 
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共通論題

２８日（土）午後

連鎖する世界経済における開発

―貿易・労働・金融の諸側面から―

6



グローバル・バリューチェーンにおける途上国の貿易構造変化 

2019 年 9月 

伊藤 恵子（中央大学） 

要旨 

本稿では、1990 年代以降のグローバル・バリューチェーン（GVC）の進展と、途上

国の GVC における高度化について論じる。多くの途上国が GVC への参加度を高めて

きたが、近年は、中所得国を中心に、輸入中間財への依存度が相対的に低下し、中間財

供給者としての役割を高めている。特に、東アジアや東南アジア諸国では GVCへの参

加率を高めつつ、GVC においてより高付加価値の工程を担う（「生産機能の高度化」）

ことによって国内源泉付加価値の割合も高めたケースがみられた。しかし、世界の他の

途上国については GVCへの参加率は高めつつも、国内源泉付加価値の低下がみられた

ケースが多かったという。さらに、職種別労働者の情報を用いて GVCにおける機能の

変化を分析した先行研究からは、中所得国で明確に R&D機能への特化が進んだケース

はほとんど見られない。これまでのところ、イノベーションによって GVCにおける生

産機能の高度化に向かっているのは少数の国に限られている。 

大半の途上国が先端的な技術水準に到達していない状況で、第 4次産業革命といわれ

るデジタル・通信技術の進歩が加速すれば、途上国は安価で豊富な単純労働者を活用し

て GVC内で労働集約的な低付加価値工程を担うことすら難しくなると予想される。 

共通論題：連鎖する世界経済における開発―貿易・労働・金融の諸側面から―
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日本国際経済学会 共通論題 要旨：持続可能性認証と国際貿易：パーム油の事例 

“Sustainability Standards and International Trade: The Case of Palm Oil” 

日本貿易振興機構アジア経済研究所 道田悦代 

持続可能性認証を含むプライベート・スタンダード（民間商業認証）は, NGOs や産業の

業界団体などにより導入された民間の自主的な認証制度である。プライベート・スタンダ

ードは、企業や業界団体の自主的な取組みやNGOによるもの、スタンダードの種類も第一

者適合評価、第二者評価、本稿で扱う第三者認証、またラベリングの有無など多様な形態

を含む。プライベート・スタンダードの増加を背景に、類似の機能をもつ政府による公的

スタンダードも増加している。1990 年代以降、プライベート・スタンダードは農産物分野

を中心に増加してきたが，それ以外の繊維や化学，電気・電子産業などでも導入され、そ

の数や種類は増加を続けている。これらのプライベート・スタンダードの多くが，環境，

児童労働や人権などの社会にかかわる課題を含む持続可能性に資することを目的とするよ

うになっている。とりわけ、対象の財が定められた持続可能性基準を満たす方法で生産さ

れたという、財をみても観察できない性質を第三者機関が客観的に認証する、持続可能性

認証が増加している。持続可能性を考慮した財の国際貿易が増加し、持続可能性認証が生

産地での生産の在り方、森林保等グローバルな公共財への影響、消費者への影響、企業や

バリュー・チェーンの国際的な統治のあり方や競争条件を変化させることを踏まえると、

持続可能性認証への理解は不可欠である。本報告では、これまで持続可能性認証と国際貿

易の関係については従来あまり取り扱われてこなかったことを踏まえ、持続可能性認証に

関する文献を分野横断的に報告する。その後、持続可能性認証を取得した財が生産量全体

の 2 割を占めるパーム油持続可能性認証と国際貿易の課題について、公的・民間の持続可

能性認証の関係、そして生産国である途上国の開発の視点から検討を行う。 

パーム油持続可能性認証においては、認証制度と国際貿易のフローが相互依存関係にあ

ることから、まず、国際貿易が先進国と途上国の認証制度に与える影響を検討する。そし

て、国際公共財である森林等の保全と所得が高く持続可能性配慮する消費者の効用を最大

化する先進国の民間認証に対し、自国パーム油生産者の先進国市場向け輸出と南南貿易を

通じた他の途上国市場も含めた輸出を両立させる目的をもつ途上国政府認証が出現してい

る構造があることを指摘する。途上国市場向けの持続可能性基準は緩くなる可能性も指摘

されていることから、南南貿易が拡大するなか、今後国際貿易が制度設計に与える影響を、

国際公共財や途上国の開発への含意も含めて分析していく必要があることを議論する。第

二に、認証制度が国際貿易に与える影響として、途上国が策定したパーム油認証が先進国

で需要されない場合、また先進国認証が先進国市場以外に広がらない場合、市場が分断化

される可能性が示唆される。この場合生産者余剰、消費者余剰、認証が目指す持続可能性

にどのような影響がおこるのか、今後分析が必要になることを指摘する。 

共通論題：連鎖する世界経済における開発―貿易・労働・金融の諸側面から―
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⽇本国際経済学会第 78 回全国⼤会

共通論題
新興国が抱える国際資本移動のリスク

奥⼭聡⼦

要  旨

⽶中貿易摩擦の深刻化やイギリスの EU 離脱など，世界を取り巻く不確実性が⾼まっ
ている。本稿では，2013 年 5 ⽉のバーナンキ・ショックと，2015 年から 2016 年にかけ
て発⽣したチャイナ・ショックの 2 つの事例を基に，新興国が抱える国際資本移動のリ
スクを明らかにする。

バーナンキ・ショックでは，⽶国の⾦融政策に関する予想が変化し，⽶国⾦利が上昇し
た。バーナンキ・ショックが発⽣する前は，先進国の量的緩和政策が持続されるとの期待
があり，⽶国をはじめとする先進国の国債⾦利は低く抑えられていた。先進国の低⾦利が
持続し，新興国の為替が安定している状況では，先進国通貨で資⾦を調達し，新興国通貨
へ投資するキャリートレードが発⽣しやすい。2012 年は，まさにこうした環境下にあっ
た。しかし，バーナンキが⽶国議会で，量的緩和政策の縮⼩を⽰唆したことで，投資家の
期待が変わった。発⾔をきっかけとして，キャリートレードの巻き戻しが発⽣したのであ
る。キャリートレードの巻き戻しは，投資通貨の減価を引き起こし，通貨の減価がさらな
るキャリートレードの巻き戻しを呼び込むといった，⾃⼰増殖的な側⾯をもつ。その際，
投資先の国は，為替レートの減価と流動性という 2 つのリスクに晒されることになる。
バーナンキ・ショックの際もキャリートレードの巻き戻しにより，多くの新興国通貨が下
落した。今後，先進国が量的緩和縮⼩を進めていく度に，新興国は資⾦流出と通貨の下落
リスクに晒される可能性がある。新興国経済の安定が，新興国通貨の安定をもたらし，キ
ャリートレードを促進させるとうい側⾯もある。我々は，経済の安定期においてこそ，こ
うした潜在的リスクの蓄積を注意深く監視する必要がある。

チャイナ・ショックでは，2015 年 6 ⽉から度々発⽣した中国の株価下落に端を発し，
世界中の株価と新興国通貨の下落が発⽣した。グロスの資本フローの動向を調べた結果，
中国や他の新興国で，⾦融収⽀の負債が急激に縮⼩していたことがわかった。特に，銀⾏
を通じた資本フローを⽰すその他投資の項⽬において，負債がマイナスの値をとり，資本
の流出が発⽣していた。中国の⾦融収⽀をみると，負債がマイナスとなり，外国への資本

 本研究は JSPS 科研費 JP16K17124 の助成を受けたものです。
 神奈川⼤学経済学部准教授
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流出が発⽣したものの，資産はプラスの値を維持しており，中国による対外資産の取り崩
しは発⽣していなかった。しかしこれは，中国の経常収⽀⿊字による対外資産の増加に⽀
えられていたとも考えられる。中国の経常収⽀⿊字は縮⼩傾向にあり，⽶中貿易摩擦が悪
化すれば，経常収⽀が⾚字に転落することもあり得る。そういった状況下で，再びチャイ
ナ・ショックが発⽣すれば，中国が対外資産を取り崩す可能性もある。中国の対外資産規
模は，⽇本に迫るほどの⼤きさになっており，資産の成⻑率は⽇本を上回っている。その
中国が，対外資産を縮⼩させれば，世界的な資産縮⼩の連鎖が起こり得る可能性がある。
その場合，世界⾦融危機と同様の流動性ショックが発⽣する可能性がある。現在の⽶中関
係を勘案すると，危機の震源地が中国となった場合，アメリカの流動性⽀援が適切におこ
なわれるかは不透明である。そうした⾦融不安が，さらなる資本流出の連鎖を⽣む可能性
がある。

キャリートレードの巻き戻しと，世界的な対外資産の縮⼩は，どちらも新興国に通貨安
と流動性危機をもたらす。さらに，そうした⾦融の不安定性が，新興国からのさらなる資
本流出を引き起こす。⾦融不安の連鎖を発⽣させないためには，⾦融セーフティーネット
の補強が不可⽋である。

共通論題：連鎖する世界経済における開発―貿易・労働・金融の諸側面から―共通論題：連鎖する世界経済における開発―貿易・労働・金融の諸側面から―
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The Impact of US-China Trade War on Japanese

Multinational Corporations∗

Chang Sun Zhigang Tao Hongjie Yuan Hongyong Zhang †

August, 2019

Abstract

Using detailed data on Japanese multinational corporations (MNCs), we examine the

impact of the US-China trade war on MNC activities and market values. We first use

quarterly data on the foreign affiliates of these MNCs and show that, relative to affiliates

in other Asian economies, Chinese affiliates, especially those with high exposure to trade

with North America (NA), tend to see a decline in sales after the trade war. This decline

is largely driven by a drop in sales to third countries. Second, we use data on listed

Japanese firms and find that, relative to other listed firms, firms exposed to China-NA

trade see a decline in stock prices after Trump proposed tariffs on $50 billion of Chinese

imports on Mar 22, 2018. This decline is larger for firms whose Chinese affiliates rely

more on inputs from Japan. We see this as evidence that the negative impact of the trade

war propagates through the global value chain.

Keywords: trade policy; multinational corporations (MNCs); foreign affiliates; stock

returns

JEL Classification: F13; F23; G12; G14; O24

∗This research was conducted as a part of a research project funded by the Research Institute of Economy,
Trade and Industry (RIETI). Sun wants to thank the financial support from HKGRF (project codes: 27502318).
†Sun: the University of Hong Kong, sunc@hku.hk. Tao: the University of Hong Kong, ztao@hku.hk. Yuan:

the University of Hong Kong, jeffrey.yuan@connect.hku.hk. Zhang: RIETI, zhang-hong-yong@rieti.go.jp.
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TPPと米中経済摩擦 

環日本海経済研究所 

中島朋義 

2017 年に成立した米国のトランプ政権下で、米中間の経済摩擦は激化しつつある。トラ
ンプ大統領個人がまずやり玉に挙げているのは米国の中国に対する貿易赤字であるが、一

方で議会民主党などは知的財産権、国有企業の優遇などの問題を重視しており、それらが

米国全体としての対中強硬姿勢にも反映されていると見られている。米中間の摩擦は通商

に留まらずとこうした分野を含めた経済摩擦となっている。しかし知的財産権、国有企業

についての国際的なルール作りなどは、これまで米国が主導してきた TPP（環太平洋連携

協定）の中に既に盛り込まれていた。 

本報告ではまず TPP を巡る経緯を振り返り、そこで行われた議論を整理した。さらに現
在の米中摩擦を巡る政策提言から TPP に関わる部分を紹介した。 

日本をはじめとする 11 カ国による TPP11 には、本来アメリカの TPP 復帰の受け皿とい
う役割が期待されていたが、トランプ政権においてはその実現可能性は低いと判断せざる

を得ない。一方で、韓国、タイ、台湾など TPP11 への加盟を検討しているアジア太平洋の
諸国・地域も存在しており、新たな知的財産権、投資、サービス貿易などを含む自由貿易

のルール作りの核としての各国の期待は引き続き残されている。 

米中経済摩擦の論点の多くは既に TPP で具体的に扱われていた。また中国に対するオバ
マ政権の政策的意図も明確であった。現在米中の対立点となっている諸問題解決には、関

税を武器に使った二国間交渉よりも TPP の目指した多国間のルール作りが望ましいと考え
荒れる。これは米国における政策提言の事例にも同様の見解が見られた。 

米国の TPP 復帰は当面見通せない状況であり、また中国の TPP11 への加盟も短期のう
ちには困難であろう。しかし例えば、TPP が取り組んだ各分野の国際ルールの形成につい
て、APEC を舞台とした FTAAP の具体化を目指すプロセスの中に反映するような道筋は考
えられよう。TPP の目指した先進的なルール形成を、様々な経路でアジア太平洋さらには
世界に波及させていくことを目指すべきと考える。 
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Global Value Chains and Trade Responses to Trade War

Ken Itakura∗

Abstract

In this study, we introduce global value chains (GVCs) in intermediate trans-

actions to a recursively dynamic computable general equilibrium (CGE) model, by

utilizing the GTAP Database and the OECD’s Inter-Country Input-Output Tables.

Then, we explore how the introduction of GVCs a↵ects the economic impact of the

US-China trade war, comparing the simulation results on trade response obtained

from the model incorporating the GVCs and those obtained from a conventional

model.

Tentative results show that incorporating the GVC structure a↵ects markedly

both direction and magnitude of trade responses to the US-China trade war at sec-

toral level, whereas the results on macro indices are not significantly altered. For the

model reflecting the GVCs, we specify import demand by agents, who are produc-

ers, consumers and governments. Allowing for import substitution for each agent,

especially for industrial sectors, the negative impacts of the trade war on bilateral

trade are more widespread through the GVCs.

JEL Classification: F13, D58

Keywords: TradeWar, Computable General EquilibriumModel, Global Value Chains

∗Graduate School of Economics, Nagoya City University, 1 Yamanohata, Mizuho, Nagoya, Aichi
467-8501, Japan. Email: itakura@econ.nagoya-cu.ac.jp
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This paper is prepared for The 78th Annual Meeting of The Japan Society of
International Economics (JSIE), 28-29, September, 2019, Hosted by IDE-JETRO.
Session 2: International Finance

Title “An Assessment of the ECBʼs Unconventional Monetary Policies”

Freelance/ Graduate of Graduate School of University of Shizuoka
Hirotaka Suzuki

Abstract (100 words):
This paper verifies whether the ECB accomplishes 2% inflation target, how and

which transmission channels are indeed effective.
In the euro area, the economic fundamentals allow the euro areaʼs exogenously

given 1% HICP inflation will produce 2% HICP inflation “trend” in a year, which
means that the ECB must cause “1% exogenously given HICP inflation” by their
own (Unconventional) Monetary Policies.

Empirically, Negative Interest Rate Policy and especially CSPP are effective for
causing exogenously given ones, through channels increasing Lending to
Households, which is wealth effect or counter balance sheet recession effect,
contrary to channels through increasing Lending to Corporations.

Keywords:  Negative Interest Rate Policy, PSPP, CSPP, Trend Stationarity of
2% HICP Growth Rate in A Year as the Inflation Target of the ECB, VECM.
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The Effects of International Capital Flows on Domestic Savings, 
Investment and Growth: Changes in the 'F-H Puzzle' in Emerging 

Economies 

Hideaki Ohta* 
[Abstract] 

 This paper attempts to re-examine whether the ‘Feldstein-Horioka (FH) 
puzzle’ would still hold in 25 emerging countries during the period from1980 to 
2017. The analysis in this paper found that i) the correlation between savings 
and investment has been significantly affected by the capital account 
liberalization in the past decades until 2000s; ii) In the post-Global Financial 
Crisis period (2010-17) the correlation between savings and investment has 
been generally; iii) Capital inflows have not had positive and significant 
correlation with domestic investment and GDP growth; iv) Large emerging 
economies have higher correlation between savings and investment, than that 
of total sample of emerging economies. The results of this paper also indicate 
that capital inflows and external trade would not guarantee domestic 
investment and GDP growth in emerging countries.   

Keywords: F-H puzzle, Domestic Savings and Investment, Capital Account 
 Liberalization, GDP growth 

* Professor, College and Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University
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穀物法から自由貿易へ 

四国大学短期大学部 

蔵谷哲也 

本報告では、先ず、英国穀物法の実例を幾つか取り上げ、その歴史的流れの概要を述べる。

次に穀物法に対する異議や廃止に対する政治家の働き、民間組織を紹介する。 

項目は以下の通り。 

 はじめに

 英国穀物輸出入に関連する法や制度

 1660 年からの穀物貿易への組織的介入

 1670 年穀物法

 1680 年穀物奨励金法

 1689 年法

 チャールズ・タウンゼンドの穀物法に対する異議

 1828 年法

 穀物法を巡る 3 人の政治家の役割

 1774－1815 年の状況

 1815 年穀物法

 ロンドン商人嘆願書

 反パン税協会

 反穀物法協会

 マンチェスターにおける協会設立

 ロンドンにおける協会設立

 ロッチデールにおける協会設立

 反穀物法同盟に協力した人

 反穀物法同盟

 反穀物法同盟の遺産

 むすびに代えて

第3分科会　国際政治経済
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【報告要旨】オフショア金融センターを分析する視点 

Analytical Viewpoint for Offshore Financial Center 

星野智樹 

内閣府経済社会総合研究所に所属 

タックス・ヘイブンでは、守秘性を中心に、自由な活動、租税や規制・監督の回避が提供

されている。タックス・ヘイブンは、オフショア金融市場やユーロ・ダラー市場と密接な関

わりを持ちながら、国際資本移動の結節点の一つとして、世界経済の一端を担っている。米

国や国際経済機関などの文書では、これらを広く含めて Offshore Financial Center（以下、

OFC）として捉えられている。本報告でも、それに準拠して、OFC と表記する。 

 OFC は、従来から見え隠れするテーマであり、2000 年代中頃以降に、R.Palan を中心とす 

る包括的文献が出版され、「パナマ文書」問題が生じてからは一般的な読者層も意識した文 

献が書店に並ぶようになった。その一方で、比較的早い時期に、（実は）本邦研究者によっ 

て、実証的かつ理論的な研究が行われてきたのも事実である。 

 このようななか、本報告では、OFC をめぐって（改めて）形成されつつある研究領域につ

いて、議論の概観の把握、基本的な論点の確認を行うとともに、本邦研究者による先駆的な

研究成果の整理・統合を通じて、求められるべき分析視点を提起する。 

※本報告は、筆者の個人的な立場に基づく研究活動の一環として行われており、その内容と

責任はすべて筆者個人に属している。 
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Joint R&D and a New Downstream 
Entry in a Vertically Related Market: 

The Effects of R&D and Export Subsidies 

Naoto Jinji   and   Yoshitaka Kawagoshi 
Kyoto University       Kyoto Sangyo University 

RIETI 

Abstract 
In this study, we analyze the effect of a new entry in a downstream industry on the 

incumbent firms in upstream and downstream industries and welfare. The entry is 
supported by the government through R&D or export subsidies. We consider, at first, 
there is one downstream and one upstream firm. Then we also consider the new entrant 
in the final-good market with either the R&D or the export subsidies in three cases. The 
first case is that the new entrant and the upstream firms agree with the price of the 
intermediate-good such as the price is exactly equal to the marginal cost of the upstream 
firm. The second case is that the upstream firm sets the intermediate-good price 
discriminately. The last case is that the upstream firm sets a unilateral price to the 
downstream firms. The new entrant brings joint R&D between new entrant and 
upstream firms. By the joint R&D, both the marginal costs of upstream and downstream 
firms reduce. However, the joint R&D is needed the subsidies. The same as the R&D 
subsidy, the export subsidy affects a firm’s entry decision. In addition, the export subsidy 
increases the profit of the firm, which is subsidized by the government. Then, the 
incumbent firm is worse off by the export subsidy. Therefore, we compare these two types 
of subsidies.Our primary analysis shows that the incumbent firm does not necessarily 
suffer from a loss in profits by the new entry if it can benefit from spillovers from the 
new entrant through R&D in the upstream industry. We also compare the difference 
between R&D and export subsidies in the effects on incumbent firms and welfare. 

Keywords: vertical related market, Joint R&D, R&D subsidy, export subsidy 
JEL classification: F13, H71, O32, 
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貿易政策の所得再分配効果に関する一考察 

大川良文 

京都産業大学経済学部 

2019 年 8 月 31 日作成 

要旨 

 本論文では、生産性と輸出可能性の異なる 2 種類の労働者兼起業家の個人から構成され

る独占的競争貿易モデルを用いて、国内の格差縮小を目的とした租税政策と、貿易政策（輸

入関税、輸出補助金）がもたらす経済効果について分析する。 

 国民に対して一律の所得税率を課すことによって得た税収を全国民に均等に支給する租

税政策は、高所得グループから低所得グループへと所得を移転することによって国内のグ

ループ間の効用水準の格差を縮小させる一方で、経済全体の総実質収入および総効用を減

少させるという公平性と効率性のトレードオフを伴っている。これに対して、輸入関税政策

は、租税政策と同様な効用水準の格差縮小を実現したうえで、経済全体の総実質収入および

総効用も上昇させるため、公平性と効率性の両方を改善することが可能であり、自由貿易と

租税政策による所得再分配を行うときよりも高い社会的厚生を実現することが可能である。

反対に、輸出補助金政策は、国内の効用水準の格差を拡大させるだけでなく、総効用水準も

低下させるため、社会的厚生を引き下げる。 

 一方、租税政策や輸入関税政策は、外国の効用水準を低下させるという近隣窮乏化政策の

一面がある。このため関税戦争が起こる場合、関税によって両国の総効用はともに低下する

ことになるが、国内の効用水準の格差は縮小するために、両国が強い格差回避型の社会的厚

生関数を持つ場合、関税戦争が起こっても、両国が自由貿易時よりも高い社会的厚生を得る

ことは可能である。 
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Firm Locations, Consumption Pollution and Tax
Haitao Cheng

In this paper, I extend the footloose capital model to investigate how trade
liberalization and consumption taxes affect the firm locations and GHG emissions
from consumption. I find that as trade liberalizes, global GHG emissions at first
decrease and then rise; an increase in the consumption tax in one country reduces its
local emissions while raising the emissions in the other country, global emissions
always decrease. I also derive the socially optimal taxes and show that identical taxes
are socially desired when trade costs are high and that the social planner has an
incentive to induce full agglomeration in the larger country when trade costs are low.
In the extension part, I demonstrate that a unilaterally prohibitive tariff on the dirty
goods never reduces the implementer's GHG emissions and may increase the global
emissions.
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Love of Novelty and Economic Growth 
古川 雄一(中京大学) 

要旨 

本研究は、新しいアイディアや技術への態度・適応能力が(やや不正確であるが ”love of 
novelty”とラベルする)、個人・地域間で異なるという研究結果に動機づけられ、労働者の 
love of novelty がイノベーション、イノベーションの波及・普及、経済成長に与える影響に
ついて理論的に分析するものである。 

イノベーションが経済成長の源泉であることは広く認識されており、したがって、労働者
が有する love of novelty が、経済全体のイノベーションを促進し、イノベーションの普及を
通じて生産性が高まり、ひいては経済成長を牽引する、という見方は一般的に共有されてい
るといってよい。ところが、最近のいくつかの実証研究が示す love of novelty のマクロ経済
パフォーマンスに対する効果は必ずしも自明なものではなく、またこの問題を明示的に取り
扱う理論研究はほとんどない。これらのギャップを埋めるべく、本研究は、次のような理論
的な問いを立てた:  

「どのような条件下で、どのようなメカニズムを通じて、労働者の love of novelty は、
イノベーションの普及とそれによる長期的な経済成長を牽引していくのか？」

この問いに答えるために、新しいイノベーションに基づく成長モデルを構築した。そこで
は、次の２点が既存モデルと異なる: (a) 新技術を利用できる少数の労働者と、既存の技術
のみを利用する多数の労働者（マジョリティ労働者）が明確に区別され、(b) 新技術が開発
されるプロセスだけでなく、それがすべての労働者に利用可能になっていくプロセスを、企
業の内生的な動学的最適化によって記述した。その上で、技術が新たに開発され、それがす
べての労働者に利用されていく現象を、イノベーションの波及、普及と捉えた。 

このモデルを使って、まず、マジョリティ労働者の相対人口サイズと彼らの新しい技術を
受け入れる程度 (love of novelty) が増加すると、多くの場合において、長期的なイノベー
ション波及率と経済成長率が上昇するが示された。これは本研究のコアとなる結果で、上述
の予想と整合的に、労働者の新技術に対する love of novelty がイノベーション普及と長期
成長の源泉であることを示唆している。しかし、まだ広く普及していな新技術が十分に大き
な知識スピルオーバーを生み出す場合においては、love of novelty の成長効果は逆転し、負
になる可能性も明らかにされた。

分析を国際経済に拡張し、マジョリティ労働者の相対人口サイズと彼らの love of novelty 
の程度においてのみ異なる２国モデルを考えた。このような国際経済においても、自国のマ
ジョリティ労働者人口と彼らの love of novelty の上昇は、自国のイノベーション波及率を
高め、世界経済（および自国経済）の長期成長率に貢献する。しかし、同時に、自国の世界
に占める生産シェア（すでに普及した技術で生産される財が自国で生産される率）を低下さ
せ、結果、自国への国際的なイノベーション波及率に対して負または逆Ｕ字型の効果をもた
らすことが示された。 
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Tourism Infrastructure, the Environment, 

and International Trade

Takanori Shimizu* 

Hisayuki Okamoto** 

* Graduate School of Accountancy, University of Hyogo

E-mail: tshimizu@acs.u-hyogo.ac.jp

** Faculty of Human Health, Sonoda Women's University 

E-mail: hokamoto@sonoda-u.ac.jp

August, 2019

Abstract

This paper presents a general equilibrium model of small open developing economy with 

pollution generated by tourism industry. The national government issues emission permit 

and constructs tourism infrastructure for tourism sector. We examine the effects of 

environmental regulation on welfare, production, and income distribution. If the elasticity 

of substitution in tourism sector is sufficiently small, environmental regulation 

paradoxically expands tourism sector and narrows domestic wage inequality even under 

constant tourism terms of trade. The tourism infrastructure enhances the possibility of 

welfare-improving environmental regulation under some conditions. 

JEL Classifications: D33, F18, Q38 
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Deep Regional Trade Agreements and

Cross-border Technology Transfer

HARUNA Shoji∗ JINJI Naoto†‡ SAWADA Yukiko§ ZHANG Xingyuan¶

Abstract

In this study, we examine whether deep regional trade agreements (RTAs) facilitate cross-

border technology transfer. As a mode of technology transfer, we focus on licensing. We first

derive a micro-founded structural gravity equation for cross-border licensing from a model in

which heterogeneous firms choose to supply their goods to foreign markets by exports, foreign

direct investment, or licensing. We then empirically test predictions from our model by using data

on bilateral exports of royalties and licensing fees for 181 countries/regions for the period 1995–

2012. Various dummy variables are used to measure the impact of shallow and deep RTAs. In

particular, we construct dummy variables that can capture the impact of RTAs with and without

intellectual property right (IPR) protection provision, which is categorized in the WTO-extra

groups in the terminology of Horn et al. (2010) and Hofmann et al. (2018). Consistent with

our theoretical prediction, we find that a shallow RTA without IPR provision may reduce total

exports of licensing and that a deep RTA with legally enforceable IPR provision will increase total

exports of licensing. The net effect of forming a deep RTA is positive. However, the effects of

shallow and deep RTAs on licensing are heterogeneous across country groups (North and South).

Keywords: regional trade agreement; deep integration; technology transfer; licensing; gravity

equation.

JEL classification: F15; O33.
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§Faculty of Economics, Ryukoku University.
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Global Value Chains and Aggregate Income Volatility

Yoichi Sugita∗ Taiji Furusawa† Amanda Jakobsson‡ Yohei Yamamoto§

September 1, 2019

Preliminary and Incomplete: Please do not quote

Abstract

This paper quantifies the general equilibrium impact of global value chains (GVC) on aggre-

gate income volatility. Using a multi-country Ricardian model with inter-industry input-output

linkages, multi-country input output tables and bilateral tariffs data, we estimate the expected

level and volatility of real income per capita of individual countries and the world under coun-

terfactual trade costs. In our benchmark case, the GVC network amplifies world-level volatility

only by 1% but country-level volatility on average by 11.7%. The increase in volatility is large

for poor and less populated countries.

∗Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Japan (yoichi.sugita@r.hit-u.ac.jp)
†Faculty of Economics, University of Tokyo, Japan
‡School of Economics, Singapore Management University, Singapore
§Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Japan
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The impact of international competition on executive compensation: 

Evidence from Japanese firms during the global trade collapse 

September 1, 2019 

Hiroyuki Kuwahata# 

Eiichi Tomiura* 

Abstract 

We examine the causal effect of intensified international competition by exploiting a 

quasi-natural experiment: the export decline triggered by the global financial crisis in the late 

2000s. We find that executive compensation rises significantly relative to wages for workers of 

the same firm especially among exporters after the global trade collapse in the sample of all 

listed firms in Japan. Worker wages tend to decline more in exporting firms after the crisis, 

while executives are insulated from the negative shock. We confirm the robustness of our results 

by excluding sporadic exporters and service exporters. 

Keywords: executive compensation; inequality; export; natural experiment; global financial 

crisis 

JEL classifications: F16; F14; F66; M12; J31 

# Hirosaki University 
* Hitotsubashi University
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Tariffs, Vertical Oligopoly and Market Structure:
Empirical Investigation

Tomohiro Ara∗

Fukushima University

Hongyong Zhang†

RIETI

June 2019

Abstract

We study the impact of tariffs on the margins of intermediate-input trade and examine
their impact on optimal tariffs for intermediate inputs. Using China Customs disaggregate
product-level data from 2000 to 2008, we find that (i) China’s WTO accession and the resulting
input import tariff reductions increase China’s input imports through both the extensive and
intensive margins; (ii) after China’s WTO accession, China’s input import tariffs are higher,
the more concentrated and hence the less competitive China’s input markets (at the product
level). We confirm that these findings are robust in alternative specifications. The estimation
results are consistent with the theoretical prediction of the endogenous market structure by
Ara and Ghosh (2017).

Keywords: Tariffs, Intermediate-input Trade, Extensive Margin, Intensive Margin
JEL Classification Numbers: F12, F13

∗1 Kanayagawa, Fukushima 960-1296, Japan. Email address: tomohiro.ara@gmail.com
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企画セッション「歴史的岐路に直面するエネルギー問題: 将来指針構築の課題」報告要旨 

化石エネルギーの多量消費から、低環境負荷のエネルギー源への転換の要請が高まって

いるが、世界各国は、経済発展の度合い、産業構造、エネルギー消費構造が異なるために、

世界的な協調ある方針を提示することは難しい。しかも、世界の化石エネルギーの消費量は

膨大である上に、発展途上国を中心に、また米国等も含んで、世界のエネルギー消費量は現

在も増大を続けており、エネルギー供給量の増大に向けた投資が必要とされている。再生可

能エネルギーの導入可能性も見つつ、エネルギー分野への今後必要となる投資額も考慮し

ながら適切なエネルギー・トランスフォーメーションに向かうことは可能か、展望を持つた

めに何が必要となるかを検討しておくことが必要である。 

 さらに、今後、化石燃料に依存したエネルギー需給体制から脱却し、気候変動への影響を

低減するためには、世界各国で抜本的なエネルギー転換が進む必要がある。各国のエネルギ

ー安全保障の追求や経済成長の維持の確保を考慮しつつ、世界のエネルギー転換を進める

ためには、特定国のみの対応ではなく、世界全体でエネルギー政策のシフトを進める必要が

ある。このためには、エネルギー転換を推進する国際的な協調・協力体制の整備が必要であ

る。本報告では、エネルギー分野における国際制度の形成・活用に関する主要国の対応の有

り様を明らかにする。具体的には、国際エネルギー機関（IEA）、国際省エネ協力パートナ

ーシップ（IPEEC）、再生可能エネルギー機関（IRENA）などのエネルギー関連の国際組織

におけるエネルギー転換の推進に向けたイニシアティブとそれに関する主要国の対応を分

析し、政策普及のプロセスを通じ、どのような国際制度がエネルギー転換の推進に資するか

を検討する。 

また、エネルギー移行問題は、産油国にとっては、化石燃料から再生可能エネルギーへの

転換という問題のみならず、その主要経済基盤の変更という大きなコストを強いることに

なる。ただし、産油国にとっても化石燃料輸出への依存から脱却する産業構造の転換は長年

に渡って目標に掲げられてきた。これは石油以外に特に産業のない中東の産油国（サウジア

ラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、カタル、オマーン、バーレーン）においても例外

ではないが、左記の国で脱石油に成功した国は存在しない。では、なぜ脱石油経済はそれほ

ど困難なのだろうか。オランダ病のように、石油産業自体には他の産業の育成を阻害する性

質があることが知られている。これに加え、中東の主要産油国では世界でも突出した移民受

け入れ国であり、低技能移民に依存した産業構造が生産性の向上を阻害しており、これが中

東主要産油国の脱石油経済を困難にしている一因であると想定される。中東主要産油国は

いずれも権威主義体制国であり、石油輸出収入を国民に配分することで政権への支持を取

り付ける「レンティア国家」である。資源配分の恩恵を受けない大量の移民労働者は、国内

の政治・社会問題を外部化し、権威主義体制を維持するために利用されているため、移民を

削減することは困難である。石油資源・移民・権威主義体制が組み合わさった特殊な政治経

済システムが構築された結果、中東の主要産油国では脱石油経済が困難となり、グローバル

なエネルギー移行問題の将来に影響を与えていると考えられる。 
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一帯一路と南アジア地域の政治経済 

The Belt and Road Initiative and the Political Economy of South Asia 

深澤光樹（東洋大学助教） 

南アジア地域は中国の陸と海のシルクロードによって囲まれており、同地域における中

国のプレゼンスは近年ますます高まっている。中国は現代南アジア政治経済関係の当事者

となり、一帯一路は南アジア地域に多大な影響を及ぼしている。本稿は南アジア諸国と中国

の政治経済関係の変遷をおさえ、南アジア地域における一帯一路の実態を把握することを

目的としている。印中間、インド周辺諸国と中国の政治経済関係を素描し、現代南アジア地

域における一帯一路の意義を確認する。 

南アジア地域における一帯一路構想を考察する際には、インドとパキスタンやバングラ

デシュ、ブータン、ネパール、スリランカ、モルディブなど周辺諸国が置かれる状況は大き

く異なることに注意する必要がある。 

インドは一帯一路構想から恩恵を得ている。インドはアジアインフラ投資銀行（Asian

Infrastructure Investment Bank: AIIB）や（New Development Bank: NDB）から融資を

受け、また中国企業から投資を積極的に受け入れている。インドと中国の関係は多国間の枠

組みでも緊密化している。インドは上海協力機構（Shanghai Cooperation Organization: 

SCO）や BRICs首脳会議に参加し、気候変動枠組条約第 15回締約国会議（COP15）にお

いても中国と足並みを揃えている。しかし、インドは一帯一路を公式に認めることはなく、

南アジア地域における中国の影響力拡大に警戒している。これは広く南アジア地域におけ

る中心性に関わる問題を孕んでいるからである。インドは中国との QUAD 2.0

（Quadrilateral Security Dialogue 2.0）という多国間協力体制のもとでアメリカ、日本、

オーストラリアと中国包囲網を形成することで、南アジア地域における中心性を高めよう

としている。 

インド周辺諸国の一帯一路への対応についてみると、インド同様に中国の経済力を積極

的に利用していることがわかる。また、インド周辺諸国は中国に接近することで、大国イン

ドからの影響を緩和させ、バランスを取ろうとしている。パキスタンの中国パキスタン経済

回廊（China-Pakistan Economic Corridor: CPEC）、スリランカのハンバントタ港開発に代

表されるように、両国は一帯一路で重要な位置づけられることで、経済成長の足掛かりを得

ている。その他の南アジア周辺諸国においても、中国の政治的経済的影響が及んでいる。中

国の影響力拡大に呼応して、インドはインド周辺諸国との政治経済関係の強化に動いてお

り、これによりインド周辺諸国は中国とインド両国から経済的支援を引き出すことができ

る。 
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ミャンマーにおける中国元の国際化（Internationalization of Chinese Yuan in Myanmar）

久保公二（日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

ミャンマーでは中国元を取引する非公式な相場がドル相場と並立している。中国との国

境貿易や中国からの非公式な投資が、中国国内にミャンマー人が保有する銀行口座で決済

されることが多い。特にミャンマーの中国への輸出は、中国側では正規の輸入とは認められ

ず、中国国内にて中国元で決済されている。この（中国からみた）オンショア中国元は、ミ

ャンマーの輸出入企業間で取引されているが、中国から第三国への送金については、中国の

規制下にある。そうした中国元の取引は、ミャンマーのドル相場にどのような影響を与えて

いるのだろうか。中国国内に積み上げられたオンショア中国元建て資産と、ミャンマーのド

ル建て対外資産の間に裁定関係は働いているのだろうか。

本研究では、ミャンマーチャットと中国国内のオンショア中国元を交換する非公式相場

とミャンマーチャットとドルを交換する相場の間の裁定関係を、約 10 年間にわたる為替レ

ート日次データを用いて分析した。第一に、「ミャンマーチャット／ドルの為替レート」と、

「ミャンマーチャット／中国元の非公式レート」と「中国元／ドルの為替レート」の積との

マージンの推移を確認した。マージンはランダムに推移しているが、3%を上回ったのは、

1921 営業日中 18 日であった。これは、二つの相場の間に裁定が働いていることを示唆して

いる。すなわち、中国国内のオンショア中国元をミャンマーおよび第三国に送る手段が存在

していると推定される。 

 第二に、ミャンマーにおけるドルと中国元の二つの相場の間のショックの伝播について

分析した。ここではショックの指標として、外貨のオファーとビッドのスプレッドを用いる。

二つの相場ともに、為替レートの変動が大きくなるときにスプレッドが大きくなる。二つの

相場のスプレッドからなるベクトル自己回帰モデルからは、中国元相場からドル相場にシ

ョックが伝播する傾向が確認された。これは、ミャンマー国内に中国元相場とドル相場が並

立することで、ドル相場の不安定性が高まることを示唆している。 
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日本国際経済学会第 78回全国大会報告論文要旨 

報告題目：アジアの地域通貨単位（RMU）利用による為替リスクヘッジの考察 

赤羽 裕（亜細亜大学） 

本報告は、昨年の本大会での報告「アジア通貨に関する為替リスク管理」もふまえて、将

来的なアジアにおける地域通貨単位（Regional Currency Unit,以下 RMU）の創出の可能性

を検討するとともに、創出時の企業の為替リスク管理への影響や効果を考察したものであ

る。 

まず、RMUに関するこれまでの議論・検討の経緯を確認した。つづいて、先行研究によ

り、為替リスクヘッジの考え方とアジア通貨に関する為替リスク管理に関する示唆を示し

た。そのうえで、具体的な検討として、まず、昨年の報告でも取り組んだ、経済産業研究所

で日次公開をされている AMU（Asian Monetary Unit）を利用して、アジアの RMUの金利

や為替先物の試算を中心に据えた。為替先物は、AMU と対日本円に加えて、複数のアジア

通貨に関しても算出した。その時系列データを生成し、米ドルとの比較を行うとともに、為

替先物取引を利用した為替リスクヘッジ効果を確認した。さらに、日本企業を中心に域内企

業の外貨建て取引を米ドル建てから域内 RMU建て取引にした場合の、損益への影響を事例

により検証した。 

以上により、AMUの為替の安定度の確認を日本円と合わせて人民元、マレーシアリンギ、

シンガポールドル、タイバーツの計５通貨において確認した。また、金利の透明度が確保さ

れれば、為替先物の利用も可能であり、また効果のあることがわかった。 

上記のミクロベースの考察に加えて、本年 2019年 5月の ASEAN+3財務大臣・中央銀行

総裁会議の場でも取り上げられたチェンマイ・イニシアティブにおける現地通貨使用に関

しても確認した。これは、マクロベースでのアジア域内の取引に関する脱ドル化のニーズの

表れとも考えられる。日本、中国、韓国、ASEAN各国にとり、米ドルではなく、域内通貨

建て取引を増加させる動きであり、その延長線上にある RMU 建て取引を展望するうえで

も、注目すべきものである。 

アジア域内通貨間の為替相場の安定は、域内のマクロ経済やミクロレベルの企業活動に

も好影響を与えると考えられる。その方向性に沿って、RMUを創出することの意義を今後

も示していきたいと考えている。 

なお、本稿の内容・見解は個人的なものであり、本務先、その他いかなる組織とも無関係

である。 
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日本国際経済学会第 78回全国大会自由論第１セッション「直接投資」9月 29日午前 報告要旨 

日系多国籍企業との『自律共生（conviviality of autonomy）』に向けた 

グローカル「連携」関係構築の可能性と構築要因の検討 

：日系自動車メーカーの ASEAN地域における『企業（company）』活動の分析 

名古屋工業大学 竹野忠弘 

「IMV（いわゆる多目的商用車の ASEAN 域内共同生産共同輸出）プロジェクト」に帰結した 1980 年代

以降の東南アジア自動車産業における日系自動車メーカーの、ASEAN及び各国の政府の工業化政策との国

際産官連携的な企業活動の分析を通じて、⑴ 多国籍企業活動の展開と平行して、もしくはそれを媒介・

装置として、「自律共生（conviviality of autonomy）」という社会的理念の実現が可能であること、⑵ さ

らには、そこでの国際「協業」関係構築要因を分析することによってグローバル企業側とローカル政府・

産業・企業とのグローカル「連携（association）」を促す産業活動の促進要因を分析し、⑶ 多国籍「企

業（corporation: 法的な塊・corp+、利益確保を目的とする経済的取引法人組織）」に対して経営的「企

業（company：パンを共にする、つかい手とつくり手とをつなぐ組織体）」としての行動を示唆すること

で、環境問題を含む地球的規模での「共生（conviviality）」参加もしくは「企業の社会的責任（corporate 

social responsibility）」実施の一助を提起することが、本報告の目的である。 

「IMV（いわゆる多目的商用車の ASEAN 域内共同生産共同輸出）プロジェクト」は、⑴ トヨタ自動車

グループの各国の子会社・グループごとに完成車組立拠点・完成車販売戦略を頂点とする「自律的」な

フルセット体制を持ちながらも、⑵ 同グループ内のアセアン域内諸国間の現地製造拠点間で部品の国際

的相互補完的供給と日本拠点からの部品供給を加え、⑶製品・完成車の「仕様×販売価格」設計の現地

化変更を軸に国内市場ごとのバラエティを充足し、⑷さらに「完成車市場ニーズ（例えば、オフロード、

荷物や大家族・中規模運搬を主とする、道路状況整備が不足する都市郊外での使用の商用車ニーズ）」が

類似する、中南米地域やアフリカ、中東諸国などの市場への共同輸出を行う、⑸ ASEAN「各国の部品製

造能力という経営資源基盤（Local resource-based）」に「設計（design）」された「グローカル連携（Glocal 

association）」関係を軸に「域内多国間協業（multinational collaboration）」を図るプロジェクトで

ある。 

その形成過程は、⑴ 1980 年代の政府の工業化政策との「海外直接投資によるグローカル産官連携」、

⑵1990 年代における完成車市場「規模」の制約による自動車産業・工業化の一国自立モデルの「競合」

解消に向けた「域内国際分業型連携」の模索と難航、⑶ 1997年のアジア通貨・経済危機における「共倒

れ」と日系自動車メーカーによる現地企業の「国際救済連携」、⑷ 2004年からの「IMV（いわゆる多目的

商用車の ASEAN域内共同生産共同輸出）プロジェクト」における多国間「協業型連携」に展開していく。 

その結果、自国の市場事情に応じて製品仕様を整えかつ完成車組立・供給が行え、フルセット生産・「自

立」ではないまでも、生活必需の交通運輸手段の動向に応じて自らで裁量して製品供給のできる「自律」

的な製品づくりが可能となった。 

すなわち、グローカル連携的協業による共生の構築契機要因は、自動車製品・完成車の設計ならびに

製造工程設計におけるモジュール化という技術経営戦略にあった。 
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Multinational Firm’s Location Decision: Distance
vs. Connectivity

Trang Tran∗

September 28, 2019

Abstract

Using Japanese foreign and domestic affiliates data, we examined how the
inter-relationship within firms and groups of firms affects the firm decision
on locating a new affiliate. We found that although in general, presence of
the firm or group’s prior affiliate increased the possibility of firm having a
new affiliate in the region. However, the type of affiliate mattered in the
sense that firms cluster affiliates from same sector but not from different
sectors. In addition, change in graphical units did not affect the results
quantitatively but showed different pattern among affiliate sectors.

JEL Classification: F23,L22,R3
Keywords: Firm Location, Multinational Firms, Vertical links

∗Graduate School of Economics, Hitotsubashi University

第10分科会　海外直接投資

34



自由論題

２９日（日）午後

35



【企画セッション】 第１１分科会 米トランプ政権誕生の背景と経済政策に関する研究 

 本セッションは、トランプ大統領誕生の経済的背景にあたる「ラストベルト」の 1990年

代以降の産業構造高度化・就業構造の分極化、製造業の動態、それらの製造業労働者への

影響を考察したうえで、同政権の労働力訓練政策、財政政策、通商政策の展開を検証し、

政策の合理性、非合理性、およびトランプ政権の歴史的位置づけについて考察する。資料

として、研究史のレビューと整理、政府統計、公聴会・報告書の分析、聞き取り調査等を

用いる。企画は３本の報告から構成され、それぞれ下記の通りの内容を予定している。 

（１）ラストベルト分析と「徒弟訓練」政策：トランプ現象の経済的背景と支持基盤（報告者：山縣宏之、

討論者：井上博）

ラストベルトの地位低下、製造業従業者の歴史的減少、しかしながら直近（2016 年）で

の製造業従業者比率の高さを確認し、ラストベルトがトランプ現象を引き起こした一因と

考えられること、製造業従業者の実質賃金が低下し、2010 年代には米国製造業平均よりも

下回る水準に低下したこと、産業構造高度化と就業構造分解過程において、失職した製造

業労働者の多くが、水平移動、より賃金の低い職業への転職、労働市場退出に至ったこと

を確認する。全体として、産業構造高度化のメリットが大都市圏と高賃金職業に就職可能

な人々に限定され、製造業事業所の立地する郡部、製造業労働者にはほとんど及ばなかっ

たこと、そのため即効性のある保護主義的通商政策を唱えたトランプが支持された可能性

について指摘する。さらにトランプ政権は、実は製造業労働者の支持をつなぎとめのため、

リベラル派的政策とされる労働力訓練政策を行っていることに触れる。

（２）アメリカ 2017 年減税・雇用法の企業課税、国際課税面の意義と課題（報告者：河音琢郎、討論

者：萩原伸次郎）

トランプ政権下において内政面で唯一の成果である 2017年減税・雇用法（Tax Cuts and

Jobs Act of 2017、以下 TCJA と略）は、個人所得税減税をも含めた包括的な内容である。

法人税率の大幅引き下げ、国際課税改革は、1986 年税制改革法以来の大規模税制改革であ

ると称され、経済成長加速とともに、国内への企業利益還元、拠点回帰も考慮していると

される。それゆえ、本報告では、TCJAの企業課税、国際課税改革に焦点を当て、グローバ

ル化と多国籍化が進むアメリカ企業、アメリカ経済において、本税制改革がどのような問

題意識をもって制定されるに至ったのか、その政策形成過程を分析し、TCJAがアメリカ経

済および多国籍企業、さらには国際的な租税システムにとってのインプリケーションを明

らかにしたい。

（３）トランプ政権の通商政策～覇権の再編か、重商主義への回帰か（報告者：藤木剛康、討論者：中

本悟）

トランプ政権の経済政策の中で、これまでの政権から最も変化し、それゆえ最も注目さ

れているのが通商政策である。しかし、正確な知識を持たずに衝動的な発言を繰り返す大

統領、政権の意思決定プロセスでの対立や混乱といった要因によって、その全体像を整合

的に描くのは依然として困難である。本報告では、最初に学際的なアプローチに基づいて

アメリカの通商政策を４つの類型に分類する。分類の基準は、①世界大での貿易自由化を

めざす覇権国型の通商政策か、競合する大国との勢力圏争いをめざす大国型の通商政策か、

②完成品の貿易を中心とした「古いグローバリゼーション（ボールドウィン）」に対応した

通商政策か、中間財貿易を中心とする「新しいグローバリゼーション」に対応した通商政

策か、である。次に、トランプ政権がこれまでに締結した FTAの主要な条項や、今後予定

されている通商交渉の交渉目的の項目を検討し、経済的利害との関連や政権内での政策対

立にも目配りしつつ、政権の通商政策がどのように混乱しているのかを 4 類型に基づき明

らかにしたい。

以上の報告を通じて、トランプ現象の背景を踏まえたうえで、トランプ政権の経済政策

のあり方、歴史的位置づけを、その合理性、非合理性に注目しつつ、複眼的に論じたい。 
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The EU’s Reform in Rules of Origin and International Trade: 
Evidence from Cambodia† 

Kiyoyasu Tanaka§ 
(Institute of Developing Economies) 

July 2019 

Abstract 
The European Union (EU) introduced the Everything But Arms (EBA) initiative in 2001 to grant 
duty-free quota-free access to exports in least developed countries. Since stringent rules of origin 
(ROO) discouraged exports to EU requesting preferential access, the EU simplified the ROO in 
2010. Exploiting the EU’s reform as a natural experiment, I estimate the causal effect of simple 
ROO on garment exports in a beneficiary country, Cambodia, and consequent impacts on 
imported intermediate input and inward foreign direct investment (FDI). I adopt a difference-in-
differences method and provide evidence to support the parallel trends assumption. I find that 
garment exports from Cambodia to EU markets increased by 112% after 2011. Textile imports 
from China and inward FDI in garment industry increased sharply after 2011. Thus, the EU’s 
reform produced substantial impacts on trade and FDI in Cambodia. 

Keywords: Rules of origin, GSP, EBA, trade, FDI, Cambodia, EU 
JEL Classification: F13, F14, F15, O14, O24 

† I acknowledge the financial support of JSPS Grant-in-Aid for Young Scientists (B) Grant Number 
16K17129 and for Scientific Research (A) 18H03637. For useful comments and suggestions, I would 
like to thank Fukunari Kimura, Hisamitsu Saito, Jaerim Choi, Kazunobu Hayakawa, Kozo Kiyota, 
Tadashi Ito, Takahiro Fukunishi, Tatsufumi Yamagata, Theresa Greaney, Toshihiro Okubo, Toshiyuki 
Matsuura, Yoko Asuyama, and seminar participants at Keio University, Hiroshima University, 
Hokkaido University, IDE-JETRO, Kushiro Public University of Economics, and University of 
Hawaii at Manoa. All remaining errors are my own. 
§ Research fellow, Institute of Developing Economies, JETRO; address: 3-2-2 Wakaba, Mihama-ku,
Chiba-shi, Chiba 261-8545, Japan; e-mail: kiyoyasu_tanaka@ide.go.jp
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Promotion or Liberalization: The Effect of Targeted Investment Policies on 

FDI Inflows* 

INADA, Mitsuo 

Miyazaki Municipal University 

Abstract 

This study empirically examines two Foreign Direct Investment (FDI) policies 

(targeted promotion and selective liberalization) and quantifies which of the two 

targeted measure is more effective to attract FDI inflows and to stimulate the 

activities of Multinational Enterprises (MNEs). We further ask whether policies for 

promoting FDI inflows should encourage entrants to set up new operations, or 

whether policies should encourage incumbents to stretch out existing operations. We 

implement a difference-in-differences estimation that measures the effects of FDI 

policies by comparing affected and non-affected industries before and after the 

change of FDI policies in compliance with the Chinese WTO accession. Using 

aggregated data on foreign equity and sales by MNEs' foreign affiliates in China over 

the 1999-2007, the results show that selective liberalization has a positive impact on 

FDI inflows especially from incumbents, while targeted promotion does not. The 

results suggest that selective liberalization is preferable to targeted promotion.  

Keywords: Investment policies, FDI flows, Targeted promotion, Selective 

liberalization, China 

JEL classification: F21, F68 

*This study is conducted as a part of the Project “Studies on Foreign Direct Investment and Trade in 

Relation to FDI” undertaken at Research Institute of Economy, Trade and Industry(RIETI). The author 

is grateful for helpful comments and suggestions by Alan Deardorff, Naoto Jinji, Eiichi Tomiura, 

Masayuki Morikawa, Tadashi Ito, Isao Kamata, Ayumu Tanaka, and Discussion Paper seminar 

participants at RIETI. This research is supported by the JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research 
15K03428 and 19H01481. 
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報告要旨 

本研究は高付加価値（高価格）製品の比較優位化とサービスの関係について、Baumol 理

論とその批判を基に検討した。所得上昇に伴った高価格でも高品質・高機能な製品を消費す

る需要の台頭により、製造業がそのような製品の開発が恒常的に求められる中で KIBS

（Knowledge Intensive Business Services）が重要な役割を担っている点を指摘する。これに

より、たとえ生産性が低くとも KIBS が製造業に中間投入されることによって、高付加価値

製品が生み出され、成長をもたらす比較優位財として登場しつつあるという仮説を設定し

た。そして、製造業部門ごとに影響は異なるものの、KIBS が製造業の高付加価値製品の比

較優位に有意な影響を与えていることについて支持する結果を得た。 
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Economic and non-economic determinants of attitudes towards immigrants in Thailand 
Rachael KAWASAKI and Yuichi IKEDA 

Abstract: This study uses survey data from the 2013 World Values Survey in Thailand to 

examine the economic and non-economic determinants of attitudes towards immigrants in a 

newly industrialized, non-Western country. Using a novel method of selecting non-economic 

variables, this model improves on previous models of attitudes towards immigrants. In 

contrast to previous research, individual skill level was not found to be significant in 

determining attitudes towards immigrants, suggesting that previous research may have been 

overbiased towards developed countries. Rather, non-economic variables were found to be 

very significant in determining respondents’ attitudes. These variables include perceived 

threat and group identification, institutional trust, beliefs about individual agency, and 

adherence to norms and tradition. Future research will extend the study to include up to 60 

countries, allowing for a community analysis which fully delineates the different 

determinants of attitudes towards immigrants globally.   
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Drinking, Texting, Being Young, or Getting Old: Which One is the 
Most Dangerous While Driving? 

Toru Fujiwara Kazutaka Takechiy
Iwaya-Sangyo Co., Ltd  Hosei University 

Abstract 
The causes of car accidents can be attributed to the types of driving: e.g., impaired, distracted, novice and 
cognitively declined. This study attempts to measure the risk of drinking, texting, young and aging while 
driving using the framework by Levitt and Porter (2001). Drinking has been a major factor in causing 
serious accidents and there is a growing concern with the other types. We find that drink driving is the 
riskiest among these four types; it is approximately three times more dangerous than sober driving. 
However, aging is also more than 2.7 times more dangerous. This suggests that similar stringent 
regulations are required and the need for advanced safety systems such as automatic brakes is urgent. 
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Gravity Analysis of Environmental Goods Focusing on Bilateral Tariff Rates 

This paper investigates the determinants of bilateral trade of ten environmental 

goods (EGs) useful for renewable energy production and monitoring the environmental 

conditions, with focus on bilateral tariff rates and regional trade networks. The 

importance of trade liberalization of the EGs has been widely recognized since the 2001 

Doha Ministerial Declaration of the World Trade Organization. This research 

contributes to assess the effectiveness of tariff reduction of EGs on trade increase by 

constructing a dataset of the bilateral tariff rates including the effects of regional trade 

agreements. The results of the fixed effect approach of the gravity analysis show robust 

effects of bilateral tariff rates together with regional effects in some of the ten EGs 

examined in the research. This suggests the necessity to continue reducing tariff rates 

on more EGs among APEC and WTO members joined in the plurilateral trade 

negotiations to expand trade in EGs for beneficial effects of environmental protection.  
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Skill Formation and the Production of Environmental Goods: 

The Role of Public Education 

Fatt Seng CHONG1 and Yasuyuki SUGIYAMA2 

In this paper, we construct a skill formation model to investigate the role of public education which aims to promote 

the skilled labor in the environmental goods sector, that is, the environmental industry. Under this skill formation model, 

we study that even though the educator service in the public education sector can increase the whole supply of skilled 

labor, the amount of skilled labor that can be employed in the environmental goods sector does not increase necessarily 

if the share of skilled labor employed in the public education sector as educator is too large. 

In addition, unlike the traditional specific factor model, even if the amount of skilled labor employed in the 

environmental goods sector increases, the output of the goods does not increase necessarily as well due to the decrease 

in the whole supply of unskilled labor in the economy. Whether the increase in skilled labor as specific factor can 

increase the output of the environmental goods or not depends on some conditions which are not required in the 

traditional specific factor model. For example, if the wage elasticity of unskilled labor demand in the environmental 

goods sector is sufficiently large, the educator service may decrease the output of the environmental goods. 

 On the other hand, the output of polluting final goods always decreases. However, this may not help to decrease 

the emissions necessarily as well due to the disturbance from the substitutability between emissions and real capital or 

unskilled labor when the factor prices change. Although we study that the role of public education can decrease the 

emissions if the real capital is substitutable while the unskilled labor is complementary for the emissions, this 

assumption is quite perverse considering in most cases the pollution emissions are generated by real capital and 

unskilled labor is substitutable for the polluting real capital. Moreover, from this argument, we also study that the 

national income may decrease due to the policy. 

The impacts on the wages of skilled and unskilled and the rental rate of real capital are very similar to those in the 

traditional specific factor model. The results remain robust even though we incorporate the skill formation into the 

specific factor model in which the supply of skilled labor is endogenously determined in this paper. In the sense of 

improving the relative wage of unskilled labor to skilled labor, the role of public education always brings a positive 

impact on this. However, this does not take the skill acquired by the individuals into account. In other words, even 

though the wage of skilled labor decline, the skilled labor may still be better off under the policy.  

1 Faculty of Policy Management, Shobi University, JAPAN 

2 Faculty of Economics, Fukui Prefectural University, JAPAN. 
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Trade and the environment with a continuum of goods

Akihiko Yanase∗

Nagoya University
Gang Li†

Toyo University

September 2019

Abstract

A continuum of goods is introduced into the Ricardian model of trade between two
countries, with each country endowed with an environmental stock that evolves over
time and interacts with economic activities. The continuum of goods can be ranked in
order of environmental sensitivity (how sensitive the productivity is to environmental
changes), or environmental intensity (how harmful the production is to the environ-
ment). We examine the long-run environmental and welfare consequences of trade
liberalization. We show that if two countries that share a similar ranking in environ-
mental intensity open trade, one country suffers environmental degradation but another
country gains from the improved environmental quality; otherwise, it is possible that
in both countries the environmental quality either worsens or improves. We also show
the welfare effects of trade can be decomposed into a green effect and a terms-of-trade
effect, and that if trade openness leads to environmental degradation in both countries,
both countries may lose from trade.

∗Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8601, Japan. E-mail: yanase@soec.nagoya-u.ac.jp
†Toyo University, 5-28-20 Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8606, Japan. E-mail: ligang.hitu@gmail.com
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