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討論者/Discussant Yoichi Sugita (Hitotsubashi University) 



B-2 

Hybrid Vertical FDI 

報告者/Presenter JaeBin Ahn (Seoul National University)（E） 
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Re-instating the European Union’s Generalized System of Preferences for Myanmar† 

 

Kiyoyasu Tanaka§ 

(Institute of Developing Economies) 

Toshihiro Kudo 

(GRIPS) 

 

March 2021 

 

Abstract 

The European Union (EU) suspended the Generalized System of Preferences (GSP) for Myanmar in 1997 for a 

systematic violation of human rights, but re-instated it in 2013 following domestic reforms in Myanmar. By examining 

a political background of the EU’s re-instatement, we highlights a key role of President Thein Sein in the newly 

established “democratic” government for 2011 and Myanmar’s international relations with the U.S. and the EU. This 

paper also estimates the impact of duty-free access on Myanmar’s exports by exploiting a unique feature of the GSP re-

instatement in which tariff cuts correspond to the MFN tariff rates in EU markets. The results show that the GSP re-

instatement has a significantly large positive effect on Myanmar’s exports, with a pronounced impact on garment exports. 

Thus, democratic reforms in Myanmar improved political relations with the EU to promote industrial development. 

 

Keywords: Democracy, human rights, GSP, trade, Myanmar 

JEL Classification: F14, F63 

  

 
† We 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, we thank seminar participants at IDE-JETRO. All 

remaining errors are our own. 
§ Research fellow, Economic Integration Studies Group, 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 
 Professor, National Graduate Institute for Policy Studies; address: 7-22-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8677, Japan; e-

mail: t-kudo@grips.ac.jp 
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Political Conflict and Angry Consumers: 

Evaluating the Regional Impacts of a 

Consumer Boycott on Trade in Services* 

 

JaeBin Ahn 

Seoul National University† 

Theresa M. Greaney 

University of Hawai‘i‡ 

Kozo Kiyota 

Keio University and RIETI§ 

 

May 12, 2021 

 

Abstract 

Political conflict between nations sometimes leads to consumer boycotts. We examine the regional impacts of bilateral 

boycott activity by investigating the 2019 Korean consumer boycott of travel to Japan. Employing triple- and double-

differences designs, we find that the impact of the boycott is large and regionally heterogeneous. Japanese prefectures 

with high (i.e., 75th percentile) pre-boycott dependency on visitors from Korea suffer bilateral export losses of 57 to 61 

percent and aggregate export losses of 11.3 to 13.3 percent. Prefectures with low (i.e., 25th percentile) Korea dependency 

experience bilateral losses of 48 to 50 percent and aggregate losses of 3.6 to 4.2 percent. 

 

Key words: Political conflict; Consumer boycott; Trade in services; Local market; Regional impact 

JEL classification codes: F14, F51, F52 

-------------------------------------- 

*The authors thank Jaerim Choi, Kilian Heilmann, John McLaren and Hwaji Shin for discussions and feedback 

on this topic. They also thank seminar participants at the Asia Pacific Institute of Research, the University 

of Hawai‘i, and the University of Tsukuba for helpful comments. Kozo Kiyota gratefully acknowledges the financial 

support of the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Grants-in-Aid (JP18H03637, JP18KK0348, 

JP19H00598). The usual disclaimers apply. 

†E-mail: jaebin.ahn@snu.ac.kr 

‡E-mail: greaney@hawaii.edu; corresponding author. 

§E-mail: kiyota@sanken.keio.ac.jp 
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Technical Requirements, Institutions and Product Quality: 

Evidence from Chinese Exports 

 

By 

 

Xiaohua Bao*     Lei Gao**     Laixun Zhao+ 

 

 

 

Abstract: We examine the impact of foreign technical requirements (TR), in a quality-augmented heterogeneous firm 

model. Theoretically, TR imposes opposite impacts on the product quality of exporting firms, via consumer utility and 

production cost, and the improvement of institutional quality in the importing countries may regulate the negative impact, 

by enhancing the effect on consumer utility and reducing the effect on production costs. We then test the model using 

Chinese data, and confirm our predictions. We also find that firm productivity, product differentiation, market size and 

market distance exert heterogeneous effects. Interestingly, TR of low-income countries significantly improves Chinese 

export quality, while that of high-income importing countries does the opposite. 

 

Keywords: Technical barriers to trade; product quality; consumer valuation; institutions; developing countries 

JEL Classification: F13, O17 

 

 

Correspondence: Zhao (corresponding author), Research Institute for Economics & Business Administration, Kobe 
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Industry Uncertainty, Exports and FDI 

 

 

Abstract 

 

 

In this study, I analyze the firm’s choice of serving a foreign market through exports or through foreign affiliate 

sales under uncertainty. The uncertainty is decomposed into aggregate country-specific uncertainty and 

disaggregated industry-specific uncertainty. I construct a theoretical model, which predicts that country pairs 

with less-correlated output fluctuations trade more, relative to affiliate sales, the market with higher industry 

uncertainty is less likely to be served by foreign affiliates, and that an industry with a higher demand in a country 

with higher unit cost shock will be attracting less exports. Using detailed industry level data on trade and affiliate 

sales for a large number of home and destination countries, I find empirical support for my model’s predictions. 

In addition, I find new implications regarding the effects of aggregate and industry level of uncertainty on 

intensive and extensive margins of trade and FDI.  

 

 Keywords: Uncertainty, Proximity-Concentration, Multinational firms, Foreign Direct Investment, International 

Trade 
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Graduate School of Economics 
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Hybrid Vertical FDI 

JaeBin Ahn 

Seoul National University 

Jee-Hyeong Park 

Seoul National University 

 

December 2020 

 

 

Abstract 

An exploration of Korean MNCs' foreign affiliate-level data reveals that a significant portion of manufacturing foreign 

affiliates sell both to related and unrelated firms at the same time. We refer to this as hybrid vertical FDI. We 

rationalize the presence of hybrid vertical FDI by modifying the otherwise standard property-rights model of global 

sourcing with the subsidiary level option of supplying inputs to unrelated customers in addition to related firms. 

Given the positive production externality from serving additional customers (that is proportional to the MNC’s 

productivity) and the costs of getting such benefit (that are increasing in relationshipspecificity of the outsourced 

inputs), the model generates testable hypotheses that are robustly confirmed by our subsequent empirical analysis. 
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Abstract 

“Greenfield or Brownfield? FDI Entry Mode and Intangible Capital” 

Haruka Takayama 

When a firm invests abroad, it can either establish a new facility (greenfield investment, GF) or purchase a local firm (cross-

border merger and acquisition, M&A). Although both modes of foreign direct investment (FDI) are economically important, 

policymakers prefer GF to M&A. This paper provides a framework to understand whether this policy focus is justifiable. In 

particular, I investigate two questions: How do firms choose between the two FDI entry modes (i.e., GF or M&A), and how 

does the firm's choice of FDI mode affect host country welfare? 

I start with the premise that the key difference between GF and M&A is the role of intangible capital, such as a firm's brand 

name and intellectual property. Unlike physical capital, intangible capital can be used in multiple locations simultaneously. If 

investing firms intensively use their own intangible capital, they also might use those intangibles in foreign markets, thus 

relying less on M&A and more on GF. Using a novel US firm-level dataset, I test this hypothesis and provide the first evidence 

that multinationals with higher intangible capital systematically invest through GF rather than through M&A. 

Motivated by this empirical fact, I develop and quantify a general equilibrium search model of firm FDI choice to analyze the 

welfare implications for host countries. Counterfactual experiments show that the optimal policy response differs between 

developed and developing countries. In developed countries, policymakers can increase welfare by incentivizing GF. 

Conversely, in developing countries--where the gap between the productivities of local and multinational firms is larger--

policymakers can increase total welfare by incentivizing M&A. By letting highly-productive multinationals utilize local 

intangible capital, this policy increases aggregate productivity more than the laissez-faire outcome. 

 

Keywords: Cross-border M&A, Greenfield FDI, Intangible capital 

JEL Classification: F14, F21, F23 
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Reserve Accumulation and Firm Investment: 

Evidence from Matched Bank–Firm Data1 

 

Woo Jin Choi† Ju Hyun Pyun‡ Youngjin Yun§ 

 

November 15, 2020 

 

Abstract 

We match non-financial firms in Korea with their main banks for the period over 2003-2017 to examine whether and how 

corporate investments are affected by changes in international reserves. We first show that firm investment is negatively 

associated with international reserves. By tracing the public securities used for sterilization, we further show that investment 

of a non-financial firm reduces if its main bank increases public securities holdings in accordance with reserve accumulation. 

Massive supply of sterilization securities shifts banks’ balance sheet composition and adversely affects investments, especially 

for financially constrained firms. (JEL: C23, E22, E58, F21, F31) 

 

Keywords: FX reserves, sterilized intervention, firm investment, bank balance sheet 

 

  

 

1 We are grateful to JaeBin Ahn, Sangyup Choi, S¸ebnem Kalemli-Ozcan, and seminar participants at the 2020 KER international 

conference for their constructive comments. Youngjin thanks his advisor S¸ebnem Kalemli-Ozcan for guidance on the dissertation, 

which serves as the foundation for this study. The views expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the 

views of the Korea Development Institute or the Bank of Korea. 

†Korea Development Institute, Namsejong-Ro 263, Sejong ,Korea, 30149. (wooj.choi@gmail.com). 

‡Korea University Business School, Anam-Ro 145, Seongbuk-Gu, Seoul, Korea, 

 02841. (jhpyun@korea.ac.kr). 

§Bank of Korea, Namdaemunno 39, Jung-gu, Seoul, Korea, 04531. (youngjin@bok.or.kr). 
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Regional disparities, firm heterogeneity, and the activity of Japanese 

manufacturing multinationals in India 

 

Hiroyuki Nishiyama* 

Institute for Policy Analysis and Social Innovation, University of Hyogo, Japan 

 

Azusa Fujimori 

Faculty of Management, Osaka Seikei University, Japan 

 

Takahiro Sato 

Research Institute for Economics and Business Administration, Kobe University, Japan 

 

Abstract. This paper empirically explores the determinants of Japanese multinational enterprise (MNE) activity in India using 

firm-level data, with particular focus on the country or regional characteristics predicted from a North-South firm-

heterogeneity model featuring foreign direct investment (FDI), the exchange rate, and endogenous wage. We identify the 

economic variables and country or regional characteristics that significantly affect the activity of Japanese MNEs. We show 

the importance of accumulating human capital and improving infrastructure in order to raise sales level of Japanese MNEs in 

India.  

Keywords: firm heterogeneity; foreign direct investment; India; Japan; multinational enterprise  

JEL Classification: F10, F12, F23, L25, O53, R30 

 

--------------- 

* Corresponding author: Hiroyuki Nishiyama, Institute for Policy Analysis and Social Innovation, University of Hyogo, 8-2-

1, Gakuen Nishimachi, Nishi-Ku, Kobe, 651-2197, Japan. Email: nisiyama@em.u-hyogo.ac.jp  

Funding from Grants-in-Aid for Scientific Research is gratefully acknowledged [KAKENHI: 18K01616 (H. Nishiyama) and 

17H01652 (T. Sato)].  
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Entry and Welfare in General Equilibrium with 

Heterogeneous Firms and Endogenous Markups 

 

Kyle Bagwell                Seung Hoon Lee 

Stanford University and NBER   Georgia Institute of Technology 

 

 

 

 

January 23, 2021 

 

 

Abstract 

 

We consider the efficiency of market entry in single- and two-sector closed-economy versions of the Melitz-Ottavanio (MO) 

model, where differently from the MO model our two-sector model does not involve an outside good. For each model version, 

we assess whether the market level of entry is efficient relative to the second-best setting in which the planner can control 

only the level of entry. Focusing on entry levels that induce selection, we show that the market level of entry is efficient in 

the single-sector model. For a two-sector MO model without an outside good, we show that the welfare results are exactly 

similar to those in the one-sector model when the two sectors are symmetric. When the two sectors are asymmetric and the 

level of asymmetry is sufficiently small, we identify a perturbation indicating a sense in which the market level of entry into 

the high-demand sector is excessive. 

 This intersectoral misallocation occurs at the market equilibrium even though endogenous average markups are equal across 

sectors. We also show how the outcomes induced by the planner's direct choice of entry levels alternatively can be induced 

through the appropriate choice of entry tax/subsidy policies. 
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外貨建て保険の国際金融・学部生用講義への取り込みの重要性 

小川健(おがわ・たけし) (専修大学・経済学部・准教授)* 

概要 

日本がゼロ金利政策の導入を始めて以来，低金利の時代が 20 年近く続いていて，2016(平成28)年にはマイナス

金利の導入が（ヨーロッパ中央銀行等に続いて）一部始まった。こうした低金利の中で，日本円建ての保険については

運用益が充分に見込めないことから，保険金に対して保険料が高くなる状況が続いている。その中で日本円市場より

は比較的高利回りとなる外貨市場を活用して同じ価値の保険金に対し実質的な保険料を抑える手法が注目されてい

る。しかし，保険会社が大きな為替リスクを背負いきれないことから，保険料・保険金の水準を外貨で契約する外貨建

て保険に注目が集まっていて，銀行等では 2010 年代後半には投資信託に代わっての販売が行われてきた。こうした

外貨建て保険は日本以外にもシンガポールを初め色々な国で行われている。 

しかし，外貨建て保険には保険料・保険金共に外貨で設定して為替リスクを（保険会社ではなく） 契約者が負う代

わりに比較的高利回りとなる外貨市場を活用でき，同じ価値の保険金に対し保険料を比較的抑えられる仕組みである

ため。為替リスクが非常に大きく影響する。この点は通常の保 険論ではあまり重視されない項目であるために，一般の

保険販売とは異なる知見が必要となる。ま た，一部の商品においては手数料のぼったくりが問題になる事案もある。そ

れらの場合も含めて，特に銀行窓口を利用した代理販売を中心に，為替リスクに対する説明等を充分に行って契約予

定者 が承諾するという形ができていないままの契約トラブルが多発していて，生命保険協会が外貨建て保険の販売資

格の新規創設を表明するまでの事態に至った。 

外貨建て保険の取り扱いについては為替リスクに関する理解が非常に必要になる項目である反面，卒業直後の一

般の新人などにも販売勧誘事案がある事から，大学在学中の教育が非常に大事になるだけでなく，その契約には 30 

年以上の長期的な契約もあるだけに大きい。しかも，そこでの知見は通常の為替リスクに関する理解だけでは直ぐには

判断し難い，外貨建て保険の枠組みに即した理解が必要になる反面，そこでの鉄則については最悪覚えるだけでも重

要な判断指標となるだけに，直接外貨建て保険について扱う重要性は高い。為替リスクについては国際金融の学部生

講義の中で扱う重要性は高い。 

しかも，新型コロナ(COVID-19)の影響で外国の市場における金利引き下げなどが外貨建て保険の販売停止につ

ながった事案もあり，そうした仕組み理解上も非常に重要となる。 

そこで本報告では「明日から講義に使える」を目標に，外貨建て保険の国際金融・学部生湯抗議への取り込みを想

定した報告を行う。 

 

キーワード：外貨建て保険，為替リスク，利回り 

 

* 〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田二丁目 1 番 1 号 生田 9 号館 7 階 9710 号室 

(090)4255-1796 takeshi.ogawa.123@gmail.com 
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要旨 

日本国際経済学会第 10 回春季大会, 国際金融と COVID-19, 6 月 5 日,名古屋学院大学 

 

論文タイトル:「EMU における統合政府想定下での ECB の政策正常化2」 

 

著者名：鈴木弘隆 静岡県立大学大学院修了 

 

要旨(200 字以内): 本稿では,ECB の政策正常化に関してバランスシートと自然利子率のトレードオフ関係を分析

した。その際,ニューケインジアンモデルを想定し,1.自然利子率自体の水準と,2.自然利子率の政策弾力性の観点か

ら非伝統的金融政策(APP)の政策正常化による民間投資逸失利益のコストを算定した。その結果、自然利子率(投

資収益率)の水準自体が低いうちに自然利子率の政策弾力性の絶対値が低いものから優先償却することが最適で

あることが示された。 

 

 

 

キーワード: ECB の政策正常化(ECB’s Monetary Policy Normalization), バランスシート(Balance Sheet), 自然利子

率(Natural Interest Rate), 自然利子率の政策弾力性( Natural Interest Rate Elasticity of Policy), EMU の統合政府

(EMU’s Consolidated Government) 

 

 

 

  

 

2 本稿は、2018 年 10 月 14 日に関西学院大学において開催された,日本国際経済学会第 77 回全国大会にて報告

した論文を修正したものである。 
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新型コロナウイルス感染症の国際パネル分析 

―経済活動・感染・死亡への短期的影響― 

獨協大学 木原 隆司 

新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の世界的流行（パンデミック）に伴い、疫学分野のみならず、Covid-

19 と経済の関係について、経済学者による多くの分析が実施されてきた。 これらの経済分析は、主として感受

性保持者（Susceptible）、感染者（Infected）、免疫保持者（Recovered）の関係をモデル化した SIR モデルや、

潜伏期間（Exposed）を仮定した SEIRモデルを用いて、感染拡大のメカニズムや、ロックダウンや検査による隔

離等の政策を実施することにより、どの程度感染者数や死亡者数を削減できるか等を検証している。基本モデル

に、外部性や年齢等による異質性を導入し、経済活動と感染の関係を明示的に取り入れ、社会的厚生や各人の幸

福度を最大化する最適政策を探る等の分析が行われているが、いずれも一定のパラメーターを仮定したシミュレ

ーションにより政策効果を検討したものである。 

実際のデータを用いた実証分析も行われてきたが、これまでの Covid-19 についての実証分析は、移動制限、

集会制限、ロックダウン等の社会的隔離政策の「感染率」や「死亡率」への影響分析が多く、発症後未だに短期

で経済データ上の制約があるためか、「経済活動」への影響についての実証分析（特にパネル分析）は少ない。 

他方疫学上のデータは日々蓄積されているため、今後対応する経済データが蓄積されるに従い、社会的隔離

（Social Distancing）等の対策が経済活動に大きな影響を及ぼしたのか、対策の種類・強弱・タイミングで経済

効果は変わるのか、対策を緩和しても不安がある限り経済は落ち込むのではないか、国による違いはないか等、

様々な論点が検証可能となると思われる。 

そこで本稿では、Covid-19対策と経済活動との関係の予備的考察として、主として鉱工業生産指数や失業率等

の月次データと Covid19 Health dataにおける移動性（mobility）指標、YouGovの行動変容指数、OxCGRTの政

策対応指数や感染者、死亡者等のデータ等を用いて、移動性や社会的隔離政策、行動変容等の経済活動への影響

等について国際的なパネル分析を行った。その結果、移動性の低下や社会的隔離政策の厳格化。更に感染者・死

亡者数の増加自体が、鉱工業生産指数を有意に低下させ、失業率を有意に増大させるという経済に対する短期的

な負の影響が明らかになった。 

また、社会的隔離政策や検査率増大の疫学的効果を見ると、感染者/人口比や死亡者/人口比を削減するわけで

はなく、むしろ感染率・死亡率水準は、肥満率・高齢人口比率・人口密度・医療水準等の国別個別効果と有意な

相関が見られる。他方、感染・死亡増加率の低減には「マスク着用」といった行動変容、所得補償等の「経済支

援」が極めて頑健な効果を持つが、社会的隔離政策は必ずしも死亡増加率の低下に結びついてはいないこと等が

示された。 
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中国において貿易自由化と海外直接投資が地域所得格差に与えた影響 

姫 天依（名古屋大学）＊ 

報告要旨 

中国は、1978年に「改革開放」政策を実施し、経済のグローバル化の波に乗った。1980年代から、相次いで経

済特区や沿岸経済開放都市・開放区を設置して、これらの地域に関税・所得税の減免などさまざまな優遇政策を

施し、貿易を発展させ、外国企業の直接投資を誘致した。これによって、経済開放が投資の活発化、貿易の拡大、

先進技術導入などの面で、経済成長に大きく寄与した。中国の GDP 成長率は、1990 年代から 2010年代初期にか

けての 20年間に 10％前後で推移し、最高時には 14％に達した。したがって、経済開放政策は経済発展に大きく

寄与したのは否定できない。 

しかしながら、経済の高度成長の裏側には、格差問題、環境悪化問題が徐々に顕著化し、さまざまな社会問題

を引き起こしてきた。沿岸地域の面積は中国全土の 10％のみを占めるが、GDP は 1983年に全国 GDPの 50％を超

えて、2005年に約 60％に増加した。また、沿岸地域の平均一人当たり GDPは 2001年におよそ内陸地域の 2.7倍

に至った。本研究では、中国の貿易自由化の背景の下で、格差指標を用いて 1978〜2018 年地域間格差の推移と

変化を計測してから、回帰分析を行って経済開放が中国の地域間格差問題にどのぐらい影響を与えたかという問

題を考察した。 

その結果、Theil 指標の分解性を用い中国を沿岸部と内陸部に分けて、全国格差を沿岸・内陸間格差、沿岸部

地域内格差、内陸部地域内格差に分解した上で、1978 年の経済開放以降中国の全国格差は先に下落して、90 年

代に入ってから上昇し、2000年代中ごろ再び下落するトレンドとなって、全国格差の拡大は主に沿岸と内陸の間

の格差の拡大に導かれたことを明らかにした。さらに、貿易が 2002 年以前沿岸・内陸間格差を拡大させたが、

2002 年以降、貿易の格差を拡大させる影響が弱まった。海外直接投資の方、格差拡大の影響が 2002 年以降縮小

の影響に変わった。政策的な背景の視点から見ると、格差の推移と各要因の影響の変化は中国の地域政策の変化

につながっている可能性がある。 

 

キーワード：貿易自由化、地域格差、Theil指標 
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＊名古屋大学経済学研究科博士後期課程１年 
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「「地中海」の復権：「一帯一路」と欧州物流ルートの大転換」 

 

松尾昌宏 

 

近年、中国の一帯一路への注目が高まっている。中でも中欧間の大陸を横断する鉄道輸送（中欧班列）は、2013

年に中国政府が「一帯一路」政策を打ち出すと激増し、2019 年には 100 万 TEU にも達した。しかし、鉄道輸送

は海路に比べ、速度は速いが高価なことから、比較的ニッチな市場に留まっている。実際、2019 年時点でアジア

‐欧州航路を海路で行き来するコンテナ数は 2400 万 TEU と、鉄道輸送をなお圧倒している。また、鉄道輸送の

かなりの部分は欧州ではなく、中央アジアやロシアなど、中間経由国向けである。さらに鉄道輸送の伸びは、中

国政府の多額の補助金で支えられている面が大きい。 

 さらに近年、海上輸送の優位性をさらに高めると思われる大きな変化が欧州物流に生じている。それは、対ア

ジア貿易における主要海上輸送ルートの大転換である。従来のアジア‐欧州間の海上輸送における欧州側の中心

地は、ロッテルダム等欧州北西部の大港湾であったが、1990 年代以降、特に 2010 年代以降、地中海地域、なか

でもギリシャのピレウスを中心とする東地中海から地中海北部諸港湾を経由するルートへの転換が進みつつあ

る。しかしこの動きは、鉄道輸送ほど世間の注目を浴びていない。 

 歴史を振り返れば、欧州の経済の中心地は長年、地中海地域であった。それが北西欧州へと切り替わったきっ

かけは、15 世紀以降の大航海時代に伴う主要交易ルートの地中海から大西洋への転換であった。それが、ここ 30

年ほどのアジア経済の急成長と、冷戦終結に伴う欧州経済の重心の東方シフト、および地中海沿岸地域での輸送

インフラへの投資に伴って、再び地中海ルートの重要性が増している。こうした中で、急速に重要性を増してい

るのが、中国による「一帯一路」政策下のバルカン、中東欧諸国を巻き込む輸送インフラ投資である。このこと

は、長期的には欧州域内の地政学や、地域発展にも、大きな影響を及ぼすであろう。本報告では、こうした欧州

物流ルートの近年の転換の動きを追うとともに、今後の欧州の玄関口が、これまでの北西欧州から地中海へと切

り替わる可能性について探っていく（なお、本報告で追っているのは、コロナ危機前までの動きである）。 
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サービス貿易とグローバル・バリュー・チェーン 

－日米中製品輸出におけるサービス GVC の比較－ 

 

阪南大学   井上 博 

 

報告要旨 

 

財貿易においては ICTの急速な発展により、新たな国際分業関係としてグローバル・バリュー・チェーン（GVC）

が形成された。しかしサービスにおける GVC の役割については十分に研究されているとはいえない。そこで、

本報告では、OECD が提供している付加価値貿易（TiVA）統計を使用して日米中 3 カ国の製造業における製品

貿易に埋め込まれたサービス付加価値を分析することにより、3 カ国のサービスにおける GVC の特徴を明らか

にする。 

サービス経済化と ICT の発展による「貿易可能化革命」は 1990 年代以降、世界貿易におけるサービス貿易の

割合を増大させ、2019 年には世界貿易のほぼ 4 分の 1 を占めるようになった。これを付加価値貿易でみるなら

ば、2016 年における輸出総額に占めるサービス付加価値の割合は、国際収支統計によるサービス貿易を大幅に

上まわっている。これは製造業のサービス化の進行によって製品輸出に埋め込まれたサービス付加価値が増大し

ているからである。 

TiVA 統計によるサービス付加価値貿易で捕捉されるサービスは、財貿易と同様に国境を越えて取引されたも

のに限定されている。WTO の定義するサービス貿易の第 3 モードである海外での事業サービスは TiVA 統計に

おいてもサービス輸出ではなく、国内付加価値として計上される。これがサービス GVC 分析における第 1 の制

約となっている。第 2 の制約は TiVA 統計が捕捉できるのは投入要素としてのサービスのうち、外部化されたサ

ービスのみであり、企業内で付加される内部化されたサービスは捕捉できないということである。 

 以上のような統計上の制約を前提として、TiVA 統計から 2005 年と 2015 年における日米中における製品輸出

に埋め込まれたビジネスサービス付加価値を見ると、第 1 に日本はこの間に海外、国内ともにサービス付加価値

が低下しており、アウトソーシングによりビジネスサービスの国際競争力の低下が見られる。第 2 にアメリカは

高度な技術や知識を伴う「その他ビジネスサービス」を含めて国内サービス付加価値が増大し、この分野の国際

競争力を強化している。第 3 に中国は国内サービス付加価値を急速に増大させており、中でも金融・保険サービ

スの増大が顕著であり、この分野での国際競争力の強化が反映されている。しかし、この間に金融部門への対中

直接投資が急増していることから、サービス貿易の第 3 モードに該当する海外企業による現地サービスの拡大を

反映している可能性がある。 
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Subsidy and Lobbying under International Competition in Mixed Duopoly 

 

 

静岡県立大学国際関係学部 飯野光浩※ 

University of Shizuoka Mitsuhiro IINO 

 

Summary 

 

 Mixed Oligopoly に外国企業を導入して、補助金政策や民営化に及ぼす影響を分析した研究は数多く存在する。

その多くの研究は、１社の国有企業と自国の民間企業m 社、外国の民間企業n社が存在すると仮定している。例

えば、Pal and White(1998)では、ある国の同質的財市場において、国有企業１社と自国の民間企業m 社、外国の

民間企業n社がクールノー・ナッシュ競争を行っている場合の自国企業の補助金や外国企業への関税の効果を分

析している。また、Dadpay(2017)は統合された世界市場で、自国と外国の国有企業各１社と自国の民間企業m

社、外国の民間企業n社がクールノー・ナッシュ競争を行っている場合の自国企業の補助金の影響を分析してい

る。 

 これらの研究は補助金の効果を分析する際、外国企業数を一定として分析しており、外国企業数の変化が及ぼ

す効果を分析していない。それは、計算が複雑になり、明確な結果が得られないからである。また、これらの研

究では、補助金は厚生を最大するように決定されている。 

 このような従来の研究の流れを踏まえて、本論では Matsumura and Tomaru(2012)を単純化したモデルに基づ

き、民間企業における外国の存在が及ぼす影響を分析する。さらに、Grossman and Helpman(1994)を応用して、

民間企業は補助金に応じて献金する場合を分析する。具体的には以下の通りである。国有企業 1 社と民間企業 1

社が同質的な財を生産し、クールノー・ナッシュ競争をしているとする。民間企業はその一部が外国人投資家に

よって所有されている。最初に、厚生が最大になる補助金の場合を考察し、次に、ロビー活動によって補助金が

決定される場合を考察し、最後にこの 2 つの場合を比較した。 

 主な結論は以下の通りである。政府が最適に補助金を決定する場合と民間企業のロビー活動により補助金が決

定される場合のどちらでも、補助金は民間企業における外国人投資家の存在が大きくなると減少する。どちらの

場合でも、外国人投資家の存在が大きくなると、民間企業の生産量は減少して、国有企業の生産量は増加する。

また、補助金が厚生を最大にするように決まる場合と民間企業のロビー活動によって決まる場合を比較すると、

ロビー活動によって決まる補助金は最適な補助金に比べて高くなることを示した。最適な補助金の場合の厚生は、

ロビー活動の場合よりも高くなることを示した。 
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Circular economy in cities: 

An economic theory to decouple economic development from waste 
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Abstract 

This paper constructs the economic model to consider the circular economy in cities from the waste 

management perspective. Specifically, we analyze the link between migration, natural capital, human capital, 

and waste management by extending the new economic geography model. We show the results; the population 

distribution pattern in the long run varies depending on the congestion effect of natural capital and waste 

management's technological level. In particular, a full agglomeration equilibrium is stable in the long run for 

higher technological levels of waste management (lower congestion effects), an interior asymmetric 

equilibrium is stable for intermediate technological levels (intermediate congestion effects), and the symmetric 

dispersion equilibrium is stable for the lower technological levels (higher congestion effects). 

 

Keywords: Circular economy; Waste; Natural capital; Economic geography; Agglomeration 
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Capital Allocation and Wealth Distribution in a Global Economy 

with Financial Frictions and Firm Heterogeneity* 

Been-Lon Chent, Yunfang Hu:jand Kazuo Mino§ May 2021 

 

 

Abstract 

This paper constructs a two-country model in which firms with heterogeneous pro- duction efficiency 

are subject to financial constraints. In our setting, the total factor productivity of the aggregate production 

function in each county depends on the cutoff level of production efficiency of firms. We first show that in 

the presence of international capital mobility, the cutoff condition is affected by the wealth distribution 

between the two countries. We then examine the existence and stability of the steady-state equilib- rium 

of the world economy as well as the long-run impacts of real and financial shocks.  It is shown that, compared 

to global financial shocks, global real shocks tend to have larger impact on income and wealth in each 

country, especially if heterogeneity of production efficiency among firms is sufficiently low. The 

tractability of the model made it possible to analytically derive the main results. 

 

Keywords: two-country model, financial frictions, firm heterogeneity, wealth distrib- ution, capital 

mobility 

JEL Classification: F21, F32, F41 
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Incorporating Aichi Prefecture into a Global CGE Model 
 

Ken Itakura∗ Tomohiro Iwamoto† 

May 11, 2021 

 

Abstract 

There has been growing interest in sub-regional economic impact of mega-FTAs (Free Trade Agreements), such as 

the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership(CPTPP) and the Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Our aim in this presentation is to explore the linkage between a sub-

region and global economy, by incorporating a sub-region of Japan into a global computable general equilibrium 

(CGE) model of international trade. We take Aichi prefecture in Japan as a sub-region to be introduced to the Global 

Trade Analysis Project (GTAP) database, and we modify the database and the comparative static GTAP model to 

accommodate this alternation. 

Input-Output (IO) tables of Aichi and Japan provide a starting point for our modification process. Industrial sectors 

from these IO tables are aggregated to 50 sectors to match with the same classification obtained from the GTAP 

database. The IO linkage between production, international trade, and consumption is split by distinguishing Aichi 

prefecture from the rest of Japan. In the modified model, we add a new module of domestic inflows and outflows of 

goods and services within Japan. To illustrate sub-regional impact of national trade policy change, we experiment a 

set of trade liberalization scenarios of RCEP. 

 

--------------------------- 

∗Graduate School of Economics, Nagoya City University, 1 Yamanohata, Mizuho, Nagoya, Aichi, 467- 

8501, Japan (e-mail: itakura@econ.nagoya-cu.ac.jp). 

†Graduate School of Economics, Nagoya City University 

       

  

分科会 G 貿易実証 



 

 

 

HVA（高付加価値）製品輸入市場の所得格差による形成 

―国内消費の製品内における二極化― 

 

藁谷 達至（立命館大学） 

 

 

本研究では、高品質・高機能で高価格となる高付加価値（High Value-added: HVA）製品に対する需要の形

成過程について実証的に分析した。経済社会は、一般的に、生産性向上によって実質所得を増加させ、その

需要構造を第 1 次から第 2 次、第 3 次産業へと変化させてきた。そして，近年、生産性のさらなる拡大は、

HVA 製品に対する需要を拡大させている。ただし、HVA 製品需要の特殊な拡大手段として所得格差が存在

する。従来の研究では、国内所得格差の拡大は当該国の HVA 製品需要を減少させるとされてきた。これは

全所得階層が同一製品について同質の製品を消費するという前提によっている。しかしながら、近年、同一

製品内での消費の二極化が指摘されている。すなわち，所得階層間の消費パターンとしてコーヒーとソーダ

という製品間での違いが見られるのではなく，コーヒーについて高所得者は HVA 製品を低所得者は低品質

製品を消費する。このことを考慮すると，所得格差の拡大は HVA 製品の需要を増大させ，その輸入に関し

ても影響を与えるだけでなく，低価格製品の輸入も増加させる可能性が考えられる。 

したがって，HVA 製品の輸入量は 1 人当たり所得の上昇はもとより、国内の所得格差を拡大させること

で増大すると同時に，所得格差は低価格製品の輸入も増加させるという仮説について，2000－2017 年の 135

ヵ国を対象としたパネルデータの分析を行った。具体的には，重力方程式を基礎としたモデルをポワソン疑

似最尤法により推計した。結果は所得格差に対して仮説を支持するものであり、国内所得格差は HVA 製品

および低品質製品の輸入をともに増加させることが明らかとなった。一方で，1 人当たり所得とは明確な関

係を見出すことができなかった。 
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 発展途上国の企業が海外市場で成功するためには，財の品質を高めることが重要である．本研究では，インドネ

シアの製造業に関する企業・財レベルのデータをもとに，対内直接投資が地場企業の生産する財の品質に（どの程

度）影響を及ぼしているのか検証する．本研究の貢献は次の二つである．まず，対内直接投資が財の品質にどのよ

うに影響するのか，その経路を明示的に考慮する．次に，輸出企業と非輸出企業の双方とも，スピルオーバーによ

って品質を改善することができるのか検証する．後者については，多国籍企業の誘致が輸出の外延と内延のどちら

の拡大に寄与するのか明らかにすることにつながる．分析の結果，下流部門への直接投資は，輸出企業が生産す

る財の品質を高める効果をもつが，非輸出企業が生産する財の品質には影響しないことが明らかとなった．したがっ

て，多国籍企業の参入により，輸出企業が生産する財の品質を高めることで，輸出の内延の拡大につながると期待

される．一方，企業の生産性向上は，輸出の有無に関係なく，あらゆる企業の財の品質を高める効果をもつ．既存

研究では，対内直接投資によるスピルオーバーにより輸出企業，非輸出企業ともに生産性が改善するとされている．

したがって，非輸出企業が多国籍企業からのスピルオーバーによってその生産性を改善させることができるのであ

れば，多国籍企業の誘致は間接的に非輸出企業の財の品質を高めることで，輸出の外延の拡大につながる． 
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