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平成26年度学位論文要旨・論文審査要旨

何　燕 （HE Yan） 氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第185号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成26年９月25日
学位論文題目  Econometric Analysis of the 

Relationship between Economic 

Growth and Rural Income Distribution 

in China

  （中国における経済成長と農村収入分
配の計量経済分析）

論文内容の要旨

This thesis focuses on the relationship between rural 

income distribution and economic growth in China. The 

main purpose is to study the trend of rural income inequal-

ity and the effect on economic growth. How economic 

growth affects rural income inequality is also taken into 

consideration. Particular attention is paid to measure 

income inequality by individual-level survey data and find 

out the fundamental determinants of income inequality in 

rural China.

Chapter 1 briefly introduces background, research 

objectives and significance of this dissertation. This part 

provides the reasons why rural China is considered, and 

illustrates the background of rural income inequality and 

the cause of income inequality in rural China. 

Administrative factors are the main cause of rural income 

inequality. Besides, economic factors also contribute to 

rural income inequality. Due to some special characteris-

tics of China, the motivations are also illustrated. 

Chapter 2 reviews past literature relating to this 

topic including theoretical literature and empirical studies. 

Theoretical literature states the theories and models in 

detail on income inequality and economic growth. 

Empirical studies present the methodology the studies 

used. In the end, it summaries the main literature con-

cerning rural China. However, there are few studies con-

tributing to the link between macroeconomic growth and 

rural income distribution in China. This study will com-

plement this field.

Chapter 3 provides a brief introduction to the devel-

opment of models of income distribution and applies 

Dagum (1977) distribution to household data in rural 

China over the time period of 1985 to 2010. Two methods 

including Iterative I and maximum likelihood are easy to 

estimate the parameters of Dagum model. Both of the 

methods provide an increasing trend of income inequality 

in rural China. 

Chapter 4 conducts an empirical analysis on the 

effect of rural income inequality on economic growth by 

employing time series data over the period of 1978-2010. 

Unit root test and Granger causality test are applied to 

identify rural income inequality as an endogenous vari-

able. GMM, OLS, and 2SLS are applied to study the effect 

of rural income inequality on economic growth. GMM 

estimator is proved to be the most effective method. 

Empirical evidence shows that there is negative relation-

ship between economic growth and rural income inequal-

ity. That means increasing rural income inequality is 

harmful for economic growth of China.

Chapter 5 studies the impact of economic growth on 

rural income inequality over the period of 1978-2010. 

Both inter-provincial labor force mobility and intra-provin-

cial labor force mobility are also taken into consideration 

from 1998-2010 due to data unavailability. The result 

shows a significant negative relationship between rural 

income inequality and economic growth. It can be con-

cluded that economic growth is good for the reduction of 

rural income inequality. Both inter-provincial labor force 

mobility and intra-provincial labor force mobility increase 

income inequality of rural China.

Chapter 6 employs individual-level survey data 

(2003, 2005, 2006, 2008) to compute various inequality 

indices and concentrate on addressing the fundamental 

determinants of rural income inequality by applying 

regression-based decomposition approach. Gini coeffi-

cient in 2003 is 0.538, while in 2008 it increases to 0.588. 

Decomposition results show that age, education, gender, 

eastern dummy, health, political status and happiness are 

determinants of rural income inequality. 

Chapter 7 summarizes the whole dissertation and 
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presents the prospects for further research. The thesis 

concludes that rural income inequality shows an increas-

ing trend. Rural income inequality is harmful to economic 

growth. However, economic growth will decrease rural 

income inequality with regional development. Both inter-

provincial labor force mobility and intra-provincial labor 

force mobility increase income inequality of rural China. 

By addressing the fundamental determinants of rural 

income inequality, it is found that age, education, gender, 

eastern dummy, health, political status and happiness are 

the fundamental determinants of rural income inequality. 

Policy implications are also offered according to the 

empirical evidence.

論文審査の要旨

主査  佐伯　親良
副査  瀧本　太郎
副査  浦川　邦夫

本研究は、中国の近年の農村収入分配に関する計量
経済学の手法を用いた実証分析であり、1990年代から
2000年代後半までの期間に収入分布がどのように推移
してきたかを推定し、これらが中国の急速な経済発展
とどのような関係があるかを分析することに焦点を当
て、また、マクロの集計データとは別にマイクロデー
タによる分析を行い、農村収入分布の要因分析を行っ
たものである。本論文の構成は次のようである。第１
章は研究の目的、第２章はこれまでの研究に関する包
括的なサーベイ、第３章は収入分布の推定、第４章は
収入分布が経済成長に影響を及ぼすかの検証、第５章
は経済成長が農村収入分布に影響を及ぼすかの検証、
第６章はマイクロデータに基づく収入分布の分解、終
章は分析結果のまとめである。

本研究の特徴は中国の収入、所得分布に関する包括
的なサーベイに基づき、農村地域の収入分布の研究は
少ないこと、また、中国の戸籍制度に基づくモビリティ
の制約を考慮した収入分布の分析がほとんどなされて
いない点に注目し、分析を進めた点にある。収入分布
の尺度としてジニ係数、Theil 尺度等が広く利用されて
いるが、本研究では直接これらを計測するのではなく、
Dagum 分布関数の推定によりこれらの集中度係数を導
出している。推定されたジニ係数は本研究の一つの基
軸指標であり、この係数の時系列変動から農村収入の
不平等度が拡大してきていることを明らかにしている。
経済成長とジニ係数で示される収入分布の因果関係に
ついて本研究では Granger の因果性テストを利用し、

  ⎧
  ⎜
論文調査委員 ⎨
  ⎜
  ⎩

この期間における経済成長と収入分布の相互依存関係
を明らかにしている。経済発展により家計の収入分布
がどのように影響されるかは Kuznets の提唱した逆 U 

字仮説によって広く知られているが、本研究では収入
分布が経済成長に影響を及ぼすことを計量経済学の方
法に基づいて検証した点は一つの新たな試みとして評
価できよう。他方、経済成長が農村地域の収入分布に
影響を及ぼす点については、直接的な影響に加えて、
中国の戸籍制度に焦点を当てている。この制度は人口
移動のモビリティに制約を課すものではあるが、近年、
地域間の人口移動は増加し、所得移転を通じて農村地
域の家計の収入分配の格差が拡大してきている点を実
証的に明らかにしている点は新しく、今後の研究にも
有用な情報、視点を提供するものと評価できる。本研
究は更に、農村地域に焦点を当てたマイクロデータに
基づき、回帰分析べースの集中度係数の分解を行い、
地域要因、性別などが収入、集中度に影響を及ぼして
いることを明らかにしている。ただし、マイクロデー
タの場合、所得なしと回答しているケースの取り扱い
など課題が残されている点もあるが、本研究は中国の
農村地域における収入分布の実証研究に新たな知見を
提供するものと評価できる。

以上の点から、本論文調査会は、何　燕氏より提
出された論文「Econometric Analysis of the Relationship 

between Economic Growth and Rural Income Distribution 

in China」（中国における経済成長と農村収入分配の計
量経済分析）を博士（経済学）の学位を授与するに値
するものと認める。

董　麗萍 （Liping Dong） 氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第186号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成26年９月25日
学位論文題目  An Empirical Analysis of Chinese 

Block Trades

  （中国における企業支配権取引に関す
る実証研究）

論文内容の要旨

The market for corporate control is an important 

external corporate governance mechanism, which 
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achieves the efficient allocation of corporate control 

rights. Previous studies, based predominantly on the 

developed markets such as the US and the UK, have 

investigated various issues regarding takeover activities 

(e.g., characteristic of acquirers and target companies, 

firm performance and financial policy change following 

takeover, earnings management proceeding takeover). To 

the best of my knowledge, however, there are only few 

studies to address those issues in developing countries, 

which have different institutional characteristics from 

those of developed countries, such as weak legal protec-

tion of investors, concentrated ownership structure, and 

so on. To fill this research gap, this dissertation investi-

gates effects of unique institutional characteristics on the 

function of the market for corporate control in emerging 

markets. This dissertation uses China as an example of 

emerging markets because China has several unique 

institutional characteristics (e.g., segmented share struc-

ture, split-share structure reform), which provide inter-

esting material to address the issue, as well as typical 

characteristics of emerging markets (e.g., poor legal pro-

tection of investors, concentrated ownership structure, 

severe government control). This dissertation pays par-

ticular attention to target companies, since takeovers are 

considered to be an effective governance mechanism for 

those companies. Specifically, this dissertation investi-

gates (1) which companies are more likely to be targeted 

in China; (2) whether Chinese block trades create value 

for target shareholders and how capital gain opportunities 

affect bidders’ incentive; and (3) whether Chinese state-

owned enterprise (SOE) targets manage their earnings 

prior to block trade announcement. 

Chapter 1 presents research questions and potential 

contributions of this dissertation after reviewing previous 

studies.

Chapter 2 examines characteristics associated with 

the probability of Chinese companies being block trade 

targets. Different from developed countries, controlling 

shareholders in developing countries pursue large private 

benefits of control (PBC). This fact naturally raises an 

important question: do bidders in emerging markets 

mainly pursue PBC or seek capital gains by implementing 

value-increasing takeovers? This chapter addresses this 

issue by examining factors associated with the likelihood 

that firms become block trade targets. By using Chinese 

firms’ data between 2003 and 2009, this chapter finds that 

during the pre-reform period, the proportion of non-pub-

licly tradable shares (NPTSs) over total outstanding 

shares and free cash flow were positively related to the 

probability of firms being block trade targets. For the pre-

reform observations, ownership concentration, director 

ownership, and firm size were negatively related to the 

frequency of firms being block trade targets. There is no 

evidence that poorly performing firms were more likely to 

be block trade targets before the reform. These results 

suggest that Chinese bidders mainly pursued PBC rather 

than capital gains from value-increasing takeovers before 

the reform. The cost of a block trade increased signifi-

cantly after the split-share structure reform, and the fre-

quency of block trades declined considerably. This chapter 

makes substantial contributions to the literature by 

showing that institutional characteristics make Chinese 

bidders mainly pursue PBC and the reform makes it diffi-

cult to engage in control rights transactions for PBC. 

Chapter 3 investigates whether block trades create 

value for target shareholders and whether bidders attempt 

to improve target firms’ management for capital gains in 

China. A conventional premise is that bidders take over 

poorly managed companies to achieve capital gains. 

Previous studies commonly document evidence that take-

overs create significant value for target firms’ sharehold-

ers. However, an important question remains unsolved: 

does the potential for future capital gains really incentiv-

ize bidders to improve targets’ management? It is exceed-

ingly difficult to address this fundamental question 

because takeover markets in developed countries com-

monly provide bidders with sufficient opportunities to 

realize capital gains. Chinese data are novel and advanta-

geous to address the issue due to the existence of the seg-

mented share structure that restricts NPTS holders to 

realize capital gains. As with the US evidence, this chapter 

finds that target firms’ stock prices show significantly 

positive responses to initial announcements of block 

trades. Shares of target firms also outperform the matched 

companies in the long term. Importantly, both the short- 

and long-term stock price performance is significantly 

better for publicly tradable share (PTS) transactions than 

for NPTS transactions. These results are robust to control 

for the bidding price. Overall, the results suggest that 

opportunities to realize capital gains (share tradability) 
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incentivize bidders to increase target firms’ value. This 

chapter also finds targets of PTS transactions significantly 

increase assets and sales growth during the post-

announcement years, while those of NPTS transactions 

significantly decrease fixed investments in the formal 

announcement year. Share tradability motivates bidders to 

expand target firms’ businesses for capital gains, whereas 

share non-tradability makes bidders focus on asset 

restructuring. This chapter also finds weak evidence that 

the stock price reaction to announcements of PTS trans-

actions becomes larger when the target firm has more 

growth opportunities. To the best of my knowledge, this is 

the first research to show that share tradability affects the 

function of the corporate control market. The results have 

policy implications that the split-share structure reform 

enhances value creation activities in the market for corpo-

rate control.

Chapter 4 investigates earnings management (EM) 

of Chinese SOEs being block trade targets. Target firms 

are usually unaware of potential takeover attempts and do 

not have sufficient time and opportunity to manage their 

earnings before takeovers. Most of previous studies on 

the issue, however, do not present clear explanations on 

this important concern. In this regard, block trades target-

ing Chinese SOEs provide an ideal environment to 

address the issue, since those block trades are initiated by 

targets, and accordingly, they have the time and opportu-

nity to engage in EM. Some Chinese block trades transfer 

control rights of SOEs to private parties (STP transac-

tions), while others transfer the control rights to another 

SOE (STS transactions). The different types of block 

trades should provide target firms’ managers with differ-

ent incentives for EM. Although this chapter does not find 

clear evidence that SOE targets of block trades in China 

between 2001 and 2008 increase EM immediately before 

the announcement, results show that SOEs manage earn-

ings more upward in STP transactions than in STS trans-

actions. Meanwhile, this chapter does not find evidence 

that SOEs charge higher bidding prices in STP transac-

tions than in STS ones. These results are consistent with 

the idea that target firms engage in EM, especially when 

there is serious information asymmetry between bidders 

and targets. To the best of my knowledge, this is the first 

research to show evidence of information asymmetry-

based explanations of earnings management in the context 

of block trade targets in emerging markets.

Chapter 5 presents summaries and conclusions of 

this dissertation. Results in this dissertation clearly 

suggest that institutional characteristics in emerging 

markets affect bidders’ behaviors and the function of the 

market for corporate control. I also stress that this dis-

sertation clarifies conditions for the market for corporate 

control to serve as an effective governance mechanism by 

taking advantage of Chinese data. 

論文審査の要旨

主査  内田　交謹
副査  堀　　宣昭
副査  閔　　廷媛

本論文は、中国の企業支配権取引のターゲット企業
について、その特性、パフォーマンス効果、利益調整
行動を実証的に分析したものである。

１章では企業支配権取引に関する広範な先行研究を
レビューし、本論文の目的と分析内容を提示している。

２章では、非流通株改革前の企業については非流通
株比率と役員持株比率が低く、フリーキャッシュフ
ローの多い企業がターゲットになる確率が高いこと、
非流通株改革を完了した企業はターゲットになった際
の買収価格が大幅に上昇し、ターゲットになる確率も
低下することを明らかにしている。これらの実証結果
は、中国の買収者が私的便益の獲得を目的にしている
ことを示唆している。

３章では、企業支配権取引のアナウンスメント時に、
ターゲット企業の株価が短期・長期の両方で有意に正
の反応を示していること、流通株の買収取引の方が非
流通株の取引よりも大きな株価効果を得ていること、
流通株取引では、企業支配権取引実施後の売上・資産
の成長率が相対的に大きいことを明らかにしている。
これらの実証結果は、中国において企業支配権取引が
一定のガバナンス効果を持つこと、株式の流動性が企業
支配権取引の機能を有意に高めることを示唆している。

４章では、ターゲットになった政府コントロール企
業の利益調整について分析し、買収者も政府コント
ロール企業である場合は、そうでない場合に比べて増
益型利益調整の水準が有意に低くなっていることを示
している。買収プレミアムは両者の間で有意に異なら
なかったことから、情報の非対称性の程度が利益調整
水準に影響するという考え方が買収ターゲット企業に
もあてはまると主張している。最後に５章では本論文
の結論と要約が提示される。

  ⎧
  ⎜
論文調査委員 ⎨
  ⎜
  ⎩
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中国企業は株主構成が集中的で、非流通株が存在す
ることから、支配株主による少数株主の富の収奪が大
きな問題となってきた。以上の研究は、欧米と大きく
異なる制度的特徴を持つ中国における企業支配権取引
の機能を検証するとともに、データ特性を生かして株
式の流動性の効果やターゲット企業の利益調整行動な
ど、欧米のデータでは十分に分析できなかったテーマ
について検証することで、先行研究に大きな貢献を果た
している。以上の点から、本論文調査会は、董  麗萍氏
より提出された論文「An Empirical Analysis of Chinese 

Block Trades」を博士（経済学）の学位を授与するに値
するものと認める。

岡村雄輝氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第187号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成27年３月25日
学位論文題目  1980年代の英国における会計規制改

革に関する研究

論文内容の要旨

1980年代の会計規制改革を経て1990年に創設された
英国の会計基準審議会（Accounting Standards Board: 

ASB）は、国際財務報告基準の受け入れに伴い、2012
年７月、その会計基準設定主体としての活動に終止符
を打ち、解散した。会計基準の国際的な統合が進み、
国内の基準設定主体の役割を問い直されている現在、
この ASB の解散が持つ意味を解明することは、会計規
制論における重要な研究課題であり、そのためには
ASB の活動の歴史を跡づけ、その貢献と限界を明らか
にする必要がある。このような問題意識のもと、本論
文では特に ASB の創設過程とその背景に焦点を当て
て、1980年代の会計諸問題をめぐる一連の議論を分析
し、当時の支配的な会計規制観を剔抉することを通し
て、ASB 体制が確立されたことの意味を再検討するこ
とを目的としている。

第１章においては、先行研究にもとづき、英国の会
計規制の歴史を「自主規制と国家規制の交渉」という
観点から概観することによって、それは会計基準と会
社法との棲み分け、すなわち、国家と会計プロフェッ
ションの役割分担の歴史であったことを確認した。し

かしながら、ASB 体制の確立の意味について、先行研
究の解釈は２つに分かれている。すなわち、国家と会
計プロフェッションによる「共同体制の確立」とする
解釈と、「国家規制体制の確立」とする解釈とが対立し
ているのである。ある事実に対して異なる解釈が与え
られているのは、いずれの先行研究も史料の制約や研
究方法による限界などから、十分な検証がなされてい
ないからである。むしろ会計規制の歴史をふまえれば、
ASB 体制の確立に向けた1980年代の諸改革は、国家と
会計プロフェッションの役割分担の再確認をめぐる交
渉であったと見立てるほうが合理的な解釈と考えられ
る。そこで、これを本論文の仮説として設定した。

第２章では、前章で導出した仮説を検証するための
方法を吟味した。Cooper et al. （1987） や Büthe and 

Mattli （2011） がそれぞれに展開している会計規制の形
態をカテゴライズするフレームワークを援用し、従来
の会計基準委員会（Accounting Standards Committee: 

ASC）体制から1990年に ASB 体制へと移行したことの
意味を考察するための分析視角を確立した。レトリッ
ク論によれば、かかる変化は基準設定における「議論」
の仕方に影響を及ぼすのであり、ASC における立法的
議論に対して、ASB のそれは政治的な色彩を帯びたも
のに変化するのである。したがって、本論文において
は、かかる「議論」こそが重要な史料となるのであり、

「議論」に潜む会計規制観、すなわち制度構築の基礎と
なっている会計規制観を剔抉するための方法として、
社会構築主義に依拠した言説分析を採用することの有
効性を論じた。

第３章は、1980年代に会計規制改革が求められる要
因となっていた「会計プロフェッションの商業化」の
ロジックをPower （1997） の監査社会論に依拠して説明
した。会計プロフェッションは、専門の監査業務より
も高収益の税務やコンサルティングなどの業務に傾倒
する一方で、監査の広範な「埋め込み」と「検証の儀
式化」という、いわば目的と手段が逆転した社会にお
いて、実践にあたる会計士のモラールは低下し、検証
はさらに儀式化するという悪循環に陥り、究極的には
規制の失敗に到る。しかしながら、商業化には負の側
面ばかりではなく、コンサルティングなどの業務が国
民経済の発展に資するという面があることもまた事実
であり、それゆえに国家が一方的に商業化を規制する
ことは困難であることを論証した。

第４章では、前章での考察結果を受けて、商業化に
対する規制を試みた欧州共同体（European Community: 

EC）の会社法第８号指令（1984年採択）をめぐる議論
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をとりあげ、会計プロフェッションから商業部門を切
り離そうとする EC に対して、英国の会計プロフェッ
ションが自らの実践を正当化した主張から、会計規制
の基礎となっている彼ら自身の職業観を剔抉した。考
察の結果、このとき会計プロフェッションは、伝統的
に自らの正統性を高めるために用いてきた「公共の利
益」というタームをレトリカルに語ることによって自
主規制を正当化したが、それまでの会計規制の基礎と
なっていた職業観とは明らかに矛盾する主張を展開し
ていたことが明らかになった。

第５章では、会計規制改革を促したもう１つの要因
であるオフバランス取引の問題を考察するために、実
践に臨む会計プロフェッションが独特の「事実」の認
識の仕方をするという Parker and Nobes （1991） の見解
をふまえて、アーガイル・フーズ裁判における会計プ
ロフェッションと法律プロフェッションが展開した会
計基準からの離脱をめぐる議論を分析した。その結果、
争点は会計実践に対する両者の認識、すなわち「会計
事実と法律事実」の相違に起因していたことが明らか
になった。契約などのハードな法律要件をみたす事実
こそオンバランスの絶対条件とする法律プロフェッ
ションに対して、会計プロフェッションは、経済的実
質に鑑みて事実を認識する、いわばソフトな会計事実
をオンバランス要件とする会計観（実質優先思考）を
持っていたのである。

第６章では、会計実践から会計基準設定に目を転じ、
オフバランス取引を規制すべく公表された、専門通牒
603号（TR603）、および公開草案42号・49号（Exposure 

Draft: ED42, 49）をめぐる議論を再検討した。アーガ
イル・フーズ裁判と同様の法律事実論を展開する法律
プロフェッション対して、会計プロフェッションは法
律プロフェッションの同意を得るために、レトリック
を駆使して、経済的実質論を展開した。こうした議論
の結果、表面的には会計プロフェッションが説得に成
功したように見えたが、本質はそうではなかった。下
院議会がこの問題を取り上げたのである。そこで政権
与党は、1989年会社法の制定において ED49の有用性
を強調し、併せて、新しい会計規制体制である ASB 体
制の創設に動いた。これによって、国家、法律プロ
フェッション、および会計プロフェッションの間での
役割分担が明確にされたのであるが、次なる検討課題
として、国家はなぜ、どのようにして、そうした役割分
担の再確認を行ったのか、という点が浮かび上がった。

第７章は、1989年会社法の制定過程における議論か
ら、ASB 体制の基礎となっている会計規制観を剔抉し

た。すなわち、「会計基準の法律化」のようなことは避
けるべきであり、タイムリーかつ適切な基準設定のた
めにも会計基準は会計プロフェッションに任せるべき
だとする政権与党の意見が下院議会の同意を引き出し
たことによって、法律プロフェッションの反発が和ら
ぎ、従来通りの会計プロフェッションの役割が再確認
されたことが明らかになった。

本論文は、ASB 体制の成立を国家と会計プロフェッ
ションによる役割分担の再確認と見る仮説を、歴史的
な事実にもとづいて検証したものである。ASB 体制に
おける運営資金の分担等、いまだ解明が不十分な問題
はあるが、英国の会計基準設定の主役である会計プロ
フェッションの会計規制観を、当時の会計諸問題にお
ける議論から剔抉し、さらに1989年会社法の制定過程
でなされた議会答弁において、国家と会計プロフェッ
ションの役割分担が再確認されていたことを、勅許会
計士協会の内部文書や議会資料等の史料にもとづいて
明らかにしたことが本論文の貢献である。

論文審査の要旨

主査  大石　桂一
副査  大下　丈平
副査  小津稚加子

英国では1980年代に実施された一連の会計規制改革
の結果、1990年に会計基準審議会（ASB）が創設され
た。本論文は、この ASB 体制への移行の背景にはオ
フ・バランス取引の横行と、それを直接・間接に幇助
していたとされる会計プロフェッションの「商業化」
があったという事実認識のもと、これら商業化とオフ・
バランス取引という２つの問題に対する国家と会計プ
ロフェッションの対応、および ASB の創設に法的後ろ
盾を与えた1989年会社法の制定過程の検討を通じて、
1980年代の英国における会計規制改革の意義を問い直
そうとするものである。

商業化の問題に関しては、それを欧州レベルで規制
すべく制定された EC 会社法第８号指令の国内法化を、
英国の会計士団体がレトリックを駆使して実質的に阻
止したこと、および国家もある程度は商業化を容認し
ていたことを明らかにしている。オフ・バランス取引
の問題については、その対応をめぐって会計士の経済
的実質論と法律家の法律要件論とが対立していたが、
この対立に決着を付けたと目される1989年会社法の制
定過程をつぶさに検討した結果、当時の政権与党は会
計基準を法律化するのではなく、従来どおり会計プロ
フェッションに会計基準設定を担わせようとしたこと
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を明らかにしている。その上で、国家と会計士団体と
の「中間組織」として ASB を創設するために1989年会
社法が制定されたという結論を導いている。

本論文の独自性と貢献は、ASB 体制への移行の意義
について先行研究とは異なる解釈、すなわち「ASB 体
制への移行は国家と会計プロフェッションとの役割分
担の再確認であった」という仮説が成り立つ可能性を
提示した上で、その仮説を勅許会計士協会の内部文書
や下院議会の議事録などの膨大なアーカイブから自ら
発掘した第一次史料をもとに丹念に検証し、仮説を支
持する証拠を得た点にある。これまで、1989年会社法
の制定過程にまで踏み込んで ASB 体制確立の意義を検
討した研究は皆無であり、本論文は英国会計規制研究
に新たな知見をもたらすものとして高く評価できる。

以上の調査結果から、本論文調査会は、岡村雄輝氏
より提出された論文「1980年代の英国における会計規
制改革に関する研究」を博士（経済学）の学位を授与
するに値するものと認める。

掛下達郎氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第188号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成27年３月25日
学位論文題目  現代アメリカ大手銀行グループの特質
  ―OTDモデルの形成過程を中心に―

論文内容の要旨

経済システム、そのなかでも金融システムが時代と
ともに急速に発展していることは素人目にも明らかで
あろう。銀行・金融システムが変化するとき、個々の
銀行は利潤動機によって行動している。個々の銀行行
動が時として金融システムを大きく変えていくことが
ある。この銀行行動をアメリカ合衆国における大手銀
行グループの業務展開を軸にみていこうというのが本
論文の基本視角である。

古典派経済学から論じられてきた銀行業には様々な
学説があるが、現代的には OTH（originate to hold；組
成保有型）モデルの中に含まれる。OTH モデルとは、
オリジネートした貸付を満期まで保有する伝統的な銀
行のビジネスモデルである。貸付をバランスシートに
維持し金利収入を得るのである。一方、本論文で扱う

アメリカの OTD（originate to distribute；組成分配型）
モデルは、オリジネートした貸付を満期前に売却する
新しい銀行のビジネスモデルである。貸付をバランス
シートから外し、金利の代わりに手数料収入を得るの
である。1980年代後半以降、現代的な OTD モデルに
よるオフバランスシートの業務展開は、おもに大手銀
行グループによって牽引されてきた。そこで、本論文で
は、分析対象を基本的に大手銀行グループに限定する。

本論文では、銀行による業務多様化を論じた Litan 

（1987） や銀行産業衰退論を否定する Wheelock （1993） 

と Kaufman and Mote （1994） 等の先行研究を参考にし
て、オフバランスシート業務を含めた業務展開と収益
構造全体を分析して、現代アメリカ大手銀行グループ
における特質の全体像を析出し、その理論的意味を考
察する。

大手銀行グループの業務展開の特質は、第１に、大
手銀行グループの現代的な OTD モデルの形成過程と
して表れた。第２に、大手銀行グループの証券化に至
る業務展開は、大手銀行グループが彼らのコア業務を
活用し可能になった。たとえば、オリジネートされる
貸付は、銀行のコア業務の１つである。

大手銀行グループは、1980年代から一連の業務展開
をおこない、現代的な OTD モデルを形成してきた。こ
の現象の一端は、アメリカ型の証券化として説明され
てきた。アメリカ型の証券化の１つの特徴は、貸付債
権を証券化した ABSs（asset-backed securities；アセッ
トバック証券）と MBSs（mortgage- backed securities；
モーゲイジ担保証券）である。アメリカの金融システ
ムは、伝統的に資本市場中心であった。この場合、大
手銀行グループにとって、投資銀行の主戦場である資
本市場に進出する形で、自らの業務展開を推し進める
ことが最も有望な策であった。

本論文では、OTD モデルにおいて、オリジネートさ
れた金融商品が、いかにしてディストリビュートされ
たかを考察した。その１つが、第１部で考察した当該
資産に限定してリコース（償還請求）されるノン・リ
コース（償還請求権なし）ファイナンスである。ノン・
リコース形式は、貸し手である大手銀行グループによ
る証券化を容易にし、証券化の発展を支えた。証券化
商品を円滑にトレーディングできたのは、FF による証
券決済が発達したことも重要である。第１部では、1960
年代からの FF による証券決済と、アメリカ型の証券
化を支えた1930年代におけるノン・リコース・ファイ
ナンスの源流を解明したのである。

第２部では、アメリカにおける銀行中心の金融シス
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テムへの展開の一端を解明した。それは、1980年代以
降の①ローン・セール、②ディリバティブ、③証券化
と続く OTD モデルの形成過程であった。OTD モデル
においてオリジネートされるのは貸付であり、銀行の
コア業務の１つである。一方、証券化された ABSs/
MBSs の分配は、アメリカの投資銀行業務では債券の
トレーディングである。トレーディングは、アメリカ
の投資銀行業務のコアの１つである。と同時に、トレー
ディングは売買であり、銀行の決済システムを通して
決済される。決済は、銀行のコア業務の１つである。
OTD モデルの形成過程は、オリジネートされた貸付か
ら派生した金融商品をディストリビュートするもので
あった。1980年代以降の大手銀行グループによる業務
展開、すなわち現代的な OTD モデルの形成は、銀行
のコア業務を活用したものであった。大手銀行グルー
プは本来の銀行業務ではない業務に進出したが、その
際に進出した業務は本来の銀行業務に付随したもので
あった。

OTD モデルがもたらした業務展開は、最終的には証
券化を中心とする投資銀行業務であった。資本市場中
心の金融システムをもつアメリカでは、大手銀行グルー
プの業務展開といえども、資本市場に進出することが
最も有望な策であった。これが、アメリカ大手銀行グ
ループの業務展開の特徴を決定づけた要因である。大
手銀行グループは、OTD モデルを形成して、金融シス
テムの中心である資本市場における業務展開をおこ
なった。大手銀行グループにとって、OTD モデルは、
資本市場に進出するために必要不可欠な業務展開で
あった。

第３部では、大手銀行グループの収益構造と収益の
源泉を分析した。これらの分析によると、大手銀行グ
ループが、トレーディング業務という銀行の強みを生
かし、トレーディング業務とシナジー効果のある、引
受業務に進出した可能性が高い。大手銀行グループは、
投資銀行業務の中心である引受業務を中核にもつ OTD

モデルを形成したのである。第３部では、アメリカの
大手銀行と同一グループ傘下の証券子会社や関連機関
の戦略の一部を解明した。それは、資本市場中心の金
融システムにおける、大手銀行グループの戦略である。
この過程で、オリジネートされた住宅モーゲイジ・ロー
ンの一部は、サブプライム金融危機へとつながった。

大手銀行グループは、彼ら独自の OTD モデルを形
成し、それが無視できなくなっている。たとえば、３
大銀行グループは、同一グループ傘下の証券子会社や
関連機関を利用して、大手投資銀行による投資銀行業

務の寡占状態の一角を打ち破った。こうした状況を鑑
みれば、大手銀行グループの業務展開を理論的に分析
する必要性があると思われる。とくに、大手銀行本体、
その証券子会社、関連機関が一体となってどのように
業務展開をおこなったかである。異なってはいるが一
連の業務をおこなう、複数の金融機関を考察しようと
する試みは、サブプライム危機後におこなわれたシャ
ドーバンキングに関するもの等に限られている。これ
は業態別金融機関の分析を重視する既存理論に見直し
を迫る考え方であり、筆者はそのとば口に足を踏み入
れたのである。

論文審査の要旨

主査  川波　洋一
副査  稲富　信博
副査  岩田　健治

アメリカでは、1980年代ころから、貸付債権を証券
化する動きがあらわれ、大手銀行もこれに積極的に関
わるようになった。こうした業務は OTD（originate to 

distribute= 組成分配型）モデルと呼ばれ、近年その実
態や意義について論じられるようになった。本論文は、
大手銀行が証券子会社設立等のグループ化を通じて
OTD モデルを形成していく過程を、両大戦間期から戦
後にかけての金融業の実態にまで遡って解明しようと
したものである。

本論文の貢献は、以下の二点にまとめることができ
る。第一は、OTD モデルが証券化のための基盤やそれ
に先行する業務の段階的な導入を踏まえて形成された
ことを明らかにした点である。本論文では、特にフェ
デラルファンドを通じた証券決済、ノン・リコース・
ファイナンスにおける債権の限定的な遡求、ローン・
セールを通じた債権の売却とバランスシートからの切
り離しといった事態がそうした基盤として重要な意味
を持っていたことが、強調されている。第二に、本論
文は、大手銀行グループにおける収益構造や収益源泉
の分析を通じて、現代アメリカの金融システムにおけ
る OTD モデルの普及の実態を明らかにしている。証
券化の下では、大手銀行グループの業務はオフバラン
スシートにおいても展開され、その収益源が多様化し
ていった。これは、大手銀行グループにおいて OTD モ
デルが定着していった事実を収益構造と収益源の分析
を通じて確認する作業である。

以上のように、本論文は、OTD モデルを、商業銀行
の持つ強みを活かしながら傘下におく投資銀行等を通
じて金利収入以外の収益源を追求する特異な仕組みと
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して明らかにしている。確かに、本論文においては、
他国の実態との比較や今後の金融システム改革に持つ
含意等さらに追究すべき課題は残るが、これらは本論
文の価値を大きく損なうものではない。

以上の理由により、本論文は、博士（経済学）の学
位を授与するに値するものと認める。

安田　均氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第189号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成27年３月25日
学位論文題目  生産的労働概念の再検討とその現代

的意義

論文内容の要旨

近年、知識労働の拡大、女性の就労拡大、少子化の
進展にともなって、能力主義や成果主義、家事・介護
の外部化など多様な労働のあり方が非常に注目されて
いる。しかし、従来の生産的労働概念は主として単純
労働ないし価値形成労働を念頭に置いていたために、
直接生産労働以外の、調整労働、流通労働等の理論的
位置づけに窮したり、企業に利潤を生むわけでも本人
に収入を齎すわけでもない家庭内の家事・介護サービ
スは労働ではない単なる活動としか位置づけられなかっ
たりしており、今日における労働やその担い手の多様
化を把捉できないでいる。よって、本論文は、古典派
以来の「生産的労働」概念の再検討を通じて、価値形
成労働との異同、能力主義の特徴と適用範囲ないし限
度、外部化された家事サービスと家庭内に残る労働の
違いを理論的に分析し、さまざまな形で展開する労働
に関する現代的含意を抽き出すことを課題としている。

生産的労働を巡る議論は、「生産的労働」が経済学史
上、純生産物が流通過程からではなく、生産過程から
生み出すことを表現する概念であったため、価値形成
労働のいわば表象として用いられてきた。しかし、生
産的労働を価値を形成する社会的平均的労働、すなわ
ち単純労働に限定してしまうと、あるものの生産に必
要な労働の内、生産過程間の連結・調整を行なう労働、
運輸、保管労働等、少なくともその一部は単純労働と
は言えない労働が見落とされかねない。

また、従来の諸研究では、単純労働以外の労働類型
を認める立場と認めない立場にハッキリ分れており、
また単純労働以外の労働類型として複雑労働が取り上
げられる場合にも、複雑労働の生み出す価値の単純労
働のそれへの量的還元に終始し、単純労働と複雑労働
の併存は資本主義経済にとってどのような意味を持つ
のかは問われてこなかった。

さらに、家庭内の消費に伴う労働に関する従来の諸
研究は、端から賃労働を典型とする生産的労働のみを
基準として念頭に置いていた。そのため、家庭内の労
働を生産的労働を基準に「アンペイドワーク」と裁断
するか、「不生産的労働」ないし「非労働」という賃労
働批判の理念に祭り上げ、生産的労働とは異なる労働
類型として、その特徴を分析しようという問題意識が
欠落していた。

論文では、まず第１章で生産的労働概念の再検討に
より、従来の理論の問題点を指摘し、生産的労働、価
値形成労働、不生産的労働の違いを明らかにする。そ
れを踏まえて、第２章では、単純労働以外の労働類型
である複雑労働の単純労働への還元論を取り上げ、還
元論が孕む問題点を明らかにし、複雑労働の存在が労
働市場にもたらす影響等を考察している。次いで第３
章では、複雑労働の一例として、歩合給と同一視され
てきた能力主義的労働を取り上げ、その要件と理論上
の可能性を検討している。最後の第４章では、家庭内
に残る消費に伴う労働について、賃労働ないし生産的
労働を基準に「非労働」ないし「アンペイドワーク」
と捉える従来の見解を検討し、非定量的な不生産的労
働として捉えることによりその特徴を明らかにする。

まず第１章は、従来の生産的労働論議を再検討し、
生産的労働の価値形成労働に引き付けた理解が、調整
労働等、価値を産まない労働、あるいは家事労働等、
定量性に乏しい労働に対する理論的分析の途を閉ざし
ていることを明らかにし、それぞれにひとまず価値を
形成しない生産的労働、不生産的労働という位置付け
を与え、以下の諸章での理論的検討の課題を明示する。

第２章は、単純労働以外の労働類型を扱ってきた従
来の理論として、複雑労働の単純労働への還元論や「型
づけコスト」論を取り上げて検討し、前者は価値と労
働の多層性を見落としていること、後者は労働市場の
分立から直ちに労働市場の流動性低下を導いているこ
とを明らかにし、複雑労働に伴う養成費用・期間の存
在は単純労働との労働市場の分断を齎すものの、その
こと自体は労働市場における勤続の発生ではなく、む
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しろそれぞれの労働市場内での高い流動性を示すこと
を明らかにする。

第３章は、まず従来の能力主義研究より、歩合給・
能率給と異なる能力主義の特徴が労働の評価の必要性
と勤続昇給にあることを明らかにしたうえで、複雑労
働の派生形態という視角から、勤続が発生する労働並
びに労働の評価、査定が必要な労働の特徴および成立
条件を、明らかにする。

第４章は家庭内の消費に伴う労働はいずれすべて外
部化し、その費用が男女の賃金に計上されるとみなす

「労働力の価値分割論」を取り上げ、従来、労働か否
か、支払われるべき（アンペイド）か否かという視点
から一括されていた消費に伴う家庭内の労働のなかに
は、定量的で外部化可能な生産的労働と、非定量的で
家庭に残らざるを得ない不生産的労働が混在している
ことを明らかにする。

以上のような本論文における研究の学問上の意義は、
理論における「労働の多様性」と「労働の多層性」を
明らかにしたことにある。

まず、従来、価値形成労働の表象として、いわば同
一視されていた生産的労働概念について、価値形成労
働との違いに焦点を当てることにより、価値形成労働
と生産的労働との要件・特徴の違いを明らかにし、成
果との間に量的確定性が乏しい価値を形成しない生産
的労働、自己目的的で目的合理性が乏しいが故に定量
性に乏しい不生産的労働の存在、言い換えると理論に
おける労働の多様性を明らかにした。これによって、
今日の様々な形で展開している労働に対する理論分析
の途を開いた。

２つ目に、しばしば一義的関係で押さえられてきた
価値と労働双方が複層的な面を持つこと、すなわち価
値についてはどのような商品も有する交換性向として
の価値、平均見本的商品が有する価格変動の重心を規
定する価値、利潤率を巡る諸資本の競争の果てに形成
される価値ないし生産価格の３層、労働については費
用としての労働、生産手段に投じられた過去の労働も
直接生産労働も含めあるものの生産に必要な、という
意味で同質的な広義の抽象的人間労働、そして価格変
動の重心としての価値に対応する、成果との間に量的
技術的確定性の高い狭義の抽象的人間労働という３層
をなすことを示したことである。これによって理論的
には価値論、剰余価値論、生産価格論という各位相に
応じて価値、労働概念の使い分けが可能になった。

論文審査の要旨

主査  稲富　信博
副査  久野　国夫
副査  深川　博史

本論文は、近年、能力主義や成果主義、家事・介護
の外部化など多様な労働のあり方が非常に注目されて
いるにもかかわらず、労働に関する理論研究が有形生
産物の生産における単純労働を前提としているため、
現状を分析する有効なツールとなっていない限界を打
破することを課題としている。

第１章では、国民所得論争を題材に、ケネー以来の
「生産的労働」概念を再検討することによって、有形物
の生産労働および無形物の生産労働＝サービス労働に
おいて、資本の効率性要求を受けて技術的に量的確定
性をもつにいたった労働、言い換えればマニュアル化
できる労働を、価格変動の重心となる意味で価値形成
労働と定義する。他方、有形物および無形物を生産す
る労働、すなわち生産的労働でありながら、生産過程
間の調整や指揮・監督労働など、技術的に量的確定性
をもたない労働を、価値不形成労働として峻別してい
る。さらに、この技術的・量的確定性を基準とするこ
とによって、運輸・保管・流通労働やサービス労働が
価値形成的か否かを判別しうる、と独自の視点を提示
している。

次に、上記の理論的立場から、種々の労働について
の議論を検討したのが、第２章以下である。まず、複
雑労働の存在によって労働市場は分化するが、複雑労
働の労働市場では労働移動が高まることを明らかにす
る。さらに、能力主義の特徴が個人査定と勤続昇給に
あり、企業特殊熟練の存在によって勤続が生ずること
を明確化している。最後に、家庭内労働は、全て外部
化される訳ではなく、非定量的で外部化しにくい労働
が混在することを指摘している。

このように、本論文は、技術的・量的確定性を基準
にして様々な労働を統一的に分析するという新たな視
点を提示すると同時に、労働市場の分化や勤続を理論
に組み込みうることを明確化している。

以上の理由により、本論文調査委員会は、安田均氏
より提出された論文「生産的労働概念の再検討とその
現代的意義」を博士（経済学）の学位を授与するに値
するものと認める。

  ⎧
  ⎜
論文調査委員 ⎨
  ⎜
  ⎩
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岡本隼輔氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第190号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成27年３月25日
学位論文題目  Structural Analysis of Carbon Dioxide 

Emissions in Japan 

  （日本における二酸化炭素排出の構造
分析）

論文内容の要旨

Worldwide CO2 emissions reached 49.5 Gt per year 

in 2010. CO2 emissions have continued to increase since 

1970, and the rate of increase has been especially rapid 

during the past decade, which has seen a mean annual 

increase of 2.2%. Comparing the Fourth Assessment 

Report published in 2007 and the Fifth Assessment 

Report published in 2014, there has been little change in 

the emission levels of developed countries such as Japan 

over the past ten years. Important questions are twofold: 

why the developed countries have not significantly con-

tributed to increasing CO2 emissions during the past 

decade and how they have tried to reduce the emissions. 

This thesis sheds light on a shift in the industrial struc-

ture in Japan towards the service sector and argues how 

the structural changes in Japan have contributed to 

climate mitigation. This thesis further focuses on the 

second question and demonstrates that Life Cycle 

Assessment (LCA) based on industry cluster techniques 

is useful in monitoring life-cycle CO2 emissions associated 

with product supply-chains of a specific industry. This 

thesis comprises six chapters. 

Chapter 1 briefly provides research background, 

research objectives, and contributions of this dissertation. 

This chapter illustrates that global warming is a major 

problem for society that requires urgent solution, follow-

ing recently-published IPCC report and relevant articles. 

Subsequently, this chapter also points out that environ-

mental management systems such as Life Cycle 

Assessment (LCA) at industry level is crucial in reducing 

industrial CO2 emissions. 

Chapter 2 conducts a review of relevant existing 

articles, identifies the contributions and problems of the 

existing research, and describes the significance and 

objectives of the present study. 

Chapter 3 focuses on the Japanese economy during 

three time periods, from 1990 to 1995, from 1995 to 2000, 

and from 2000 to 2005, and decomposed changes in CO2 

emissions associated with detailed industrial activities 

into five contributing factors, technical effects, industrial 

composition effects, economic scale effects, import scale 

effects, and import composition effects. The major find-

ings of this chapter are the following: (1) During the 

15-year period from 1990 to 2005, technical effects in the 

ocean and road cargo transport sectors helped to ensure 

an overall technical effect of −29 Mt CO2 for tertiary 

industries as a whole, thus contributing significantly to a 

reduction in CO2 emissions, (2) The industrial composi-

tion changes during the period from 2000 to 2005 contrib-

uted to a decrease in CO2 emissions, while those changes 

during the 10-year period from 1990 to 2000 led to an 

increase in CO2 emissions. (3) During the 15-year period 

from 1990 to 2005, structural change effects under the 

domestic technology assumption totaled −35 Mt CO2, or 

3% of total CO2 emissions in 1990 and these effects were 

instrumental in allowing Japan to attain its emissions-

reduction target under the Kyoto Protocol, which was a 

6% reduction from 1990 emissions levels, (4) the domes-

tic environmental benefit arising from the transition to a 

service economy would amount to \18.7 billion.

Chapter 4 focuses on LCAs in industry, and proposes 

a method for determining objective system boundaries 

using industrial cluster analysis to resolve problems con-

cerning the arbitrariness of system boundary determina-

tion in conventional LCAs. This chapter also objectively 

determines critical system boundaries for LCA in five 

major industries that have acquired large numbers of ISO 

14001 certifications (non-residential construction (non-

wooden), residential construction (wooden), bolts/nuts/

rivets and springs, wholesale, and consumer electrical 

appliances (excluding air conditioners)), by analyzing the 

supply chains and detecting CO2 emission-intensive 

industry systems (industry clusters). This chapter finally 

concludes that industry clusters identified in this study 

should be considered in critical LCA system boundaries.

Chapter 5 develops a method for statistically evaluat-

ing the instability of system boundary setting based on 

multiple cluster analyses, and conducts an empirical 



－146－

経　済　学　研　究　　第81巻　第５・６合併号

analysis with a focus on the automobile LCA. This chapter 

concludes that the process LCA practitioners should con-

sider the CO2 intensive industrial clusters identified by 

using the clustering method and evaluate the bias of life-

cycle CO2 emissions resulting from the stability analysis 

developed in this study.

Chapter 6 summarizes the analysis results obtained 

from Chapters 3 to 5, and presents the conclusions of this 

dissertation.

論文審査の要旨

主査  加河　茂美
副査  藤田　敏之
副査  堀井　伸浩

地球温暖化問題を引き起こす CO2排出量の削減・管
理が今国内外で重要な課題になっている。本論文は、

（1） マクロ経済的な要因（経済規模変化、産業構成変
化、技術変化）が CO2排出量に与える影響を分析する
ための構造分解分析法、（2） 特定産業の排出管理にお
いて重要な位置を占めているライフサイクルアセスメ
ント（LCA）におけるシステム境界決定問題を解決す
るための産業クラスター分析手法、（3） 産業クラスター
分析手法の不安定性評価、の３つの定量分析法の開発
を行い、日本全体の経済構造の変化が CO2排出量に与
えた影響と特定産業における LCA の改善方策について
分析している。

まず、日本全体の CO2排出量を研究対象とした構造
分解分析法では、1990年から2005年における経済規模
変化、産業構成変化、技術変化が CO2排出量に与える
影響を分析している。結果によると、サービス経済化
を含めた日本全体の産業構成変化は1990年基準の排出
量の5.7％に相当する量の削減効果があったことを明ら
かにしている。産業構成変化による影響と技術変化に
よる影響を足し合わせると1990年基準排出量の7.2％に
相当する量の削減効果があり、京都議定書で定められ
た６％削減を超える効果があったことが分かった。こ
のように産業構成の変化は地球温暖化の緩和に大きく
寄与していると述べている。

次に、産業レベルにおける排出管理に焦点を当て
LCA の重要課題であるシステム境界決定問題に取り組
んでいる。本研究では、非負行列因子分解に基づくク
ラスター分析法を提案し、ISO 14001の登録件数の多い

「非住宅建築（非木造）」「住宅建築（木造）」、「ボルト・
ナット等」、「卸売」、「民生用電気機器」の上位５つの
産業に焦点をあて、各産業の LCA において鍵となる製

  ⎧
  ⎜
論文調査委員 ⎨
  ⎜
  ⎩

品システムの特定化を行い、その製品システムに関す
る LCA ガイドラインの必要性を述べている。

最後に、大きく二つに大別できる固有値分解に基づ
くクラスター分析法と非負行列因子分解に基づくクラ
スター分析法の違いが結果にどのような影響を与える
のか、また分析上必要になるランダム性を含む K 平均
法の試行回数が結果にどのような影響を与えるのか定
量的に分析している。マクロレベルでの排出変化の要
因分析そしてメゾレベルでのより客観的な排出管理の
在り方を定量的に分析するための新たな手法を開発し、
その手法の有用性を明らかにした点は高く評価できる。

以上のことから、本論文調査会は、岡本隼輔氏より
提出された論文「Structural Analysis of Carbon Dioxide 

Emissions in Japan」を博士（経済学）の学位を授与す
るに値するものと認める。

戴　建中 （Dai Jianzhong） 氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第191号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成27年３月25日
学位論文題目  Analysis of Regional Financial 

Institutions in the Environment of 

Structural Changes

  （経済の構造変化に直面する地域金
融機関に関する分析）

論文内容の要旨

Regional banks play a very important role in the 

economy. Thus many countries have implemented varied 

forms of programs to restructure the regional banks when 

they try to reform their economies. This dissertation tries 

to explore the effect of these financial restructuring on the 

regional banks. The dissertation focuses on the effects of 

financial restructuring on three important areas of the 

regional banks: credit supply, risk and efficiency of the 

banks itself. Compared to the previous studies in this 

field, the dissertation touched upon more areas connected 

with the healthy operation of a banking system. It also 

used many updated statistical and econometric tech-

niques. Hence it is a more thorough and robust analysis in 

this topics.   
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The dissertation uses Shinkin banks in Japan and city 

commercial banks in China as the object of the research. 

The first three chapters of the dissertation analyze the 

measurement and determination of efficiency and produc-

tivity changes of Shinkin banks in Japan during the period 

of 2001-2008 (Fiscal Year). The dissertation tries to find 

how the efficiency and productivity of Shinkin banks 

changed during the period and how these changes related 

to the financial restructuring in the same time. 

The dissertation uses a two-stage approach to 

achieve this aim. At first stage, based on the theoretical 

background explained in Chapter 3, Chapter 4 offers a 

robust estimation of the efficiency and productivity 

changes in Japanese Shinkin banks from 2001 to 2008 

(Fiscal Year). A measurement called hyperbolic-oriented 

distance is used to measure the efficiency. A non-paramet-

ric method called Data Envelopment Analysis (DEA) is 

used to estimate the distances. Based on the estimated 

efficiency scores, a widely used index called Malmquist 

index is employed to measure productivity changes in 

Shinkin banks. To overcome the shortcomings of the DEA 

method, a non-parametric, smooth bootstrapping method 

is used to establish the confidence intervals and signifi-

cance levels for the estimated results. The efficiency 

scores and Malmquist index are decomposed to examine 

the sources of the trends of efficiency and productivity 

changes. The estimated efficiency scores and index are 

further grouped according to the asset levels and the 

market powers of the sample banks to explore the influ-

ence of bank scale and market power of the Shinkin banks 

on their efficiency and productivity changes, respectively. 

By analyzing estimated scores, the dissertation iden-

tifies the trends in efficiency and productivity changes in 

Japanese Shinkin banks during the study period. The dis-

sertation finds that on average the efficiency under the 

assumption of variable return to scale (vrs) significantly 

declined from 2005 to 2008 (Fiscal Year). But the scale 

economy (sc) significantly increased in the same period. It 

overcame the negative influence of the vrs and let the effi-

ciency measured under the assumption of constant to 

scale (crs) significantly increased. The dissertation also 

finds that in the latter half of the study period, productivity 

significantly declined, primarily because of deterioration 

in technical efficiency, but scale efficiency significantly 

improved. Grouping the total sample according to the 

levels of assets and competition reveals more details of 

the trends of efficiency and productivity changes in 

Shinkin banks.

Based on the estimated scores obtained in Chapter 4, 

Chapter 5 further explores the effects of merger and 

acquisition activities (M&A) occurred in Japan during the 

period of 2001-2004 (Fiscal Year) on the efficiency and 

productivity changes in Shinkin banks during the period of 

2005-2008 (Fiscal Year). At first, the efficiency scores esti-

mated in Chapter 4 are used as the dependent variables. A 

truncation model is used to estimate the parameters. 

Next, the Malmquist index and its components estimated 

in Chapter 4 are used as the dependent variables. The dis-

sertation utilizes a system of equation approach to analyze 

the determination of productivity changes. In the analysis, 

to cope with the non-parametric approach used in estimat-

ing the dependent variables as well as to deal with the 

complex problems involved in the model, the dissertation 

uses a semi-parametric bootstrapping approach to test the 

significance of the coefficients in the model.   

The dissertation shows that M&A incidents have no 

significant effects on the Malmquist index. But they have 

significant effects on the efficiency scores and two compo-

nents (technical and scale efficiency) of the Malmquist 

index. It also discovers that some other factors related to 

M&A have significant positive effects on the efficiency 

and productivity changes. In addition, the dissertation 

finds that the medium sized banks are ranked first in scale 

economy. This empirical result implies that the policy 

maker should try to find the optimal scale for a regional 

bank and only encourage M&A among small banks

The last two chapters concern how the implementa-

tion of the capital adequacy ratio (CAR) – an important 

bank risk control policy – affected the loan supply ability 

and safety of the city commercial banks in China. Chapter 

6 surveys the theoretical literature about the endogenous 

relationship between loan supply, bank capital, NPLs and 

economic environments. Based on this literature review, 

the dissertation tries to build a theoretical model to 

describe this endogenous relationship.   

Chapter 7 tries to empirically check the effects of 

capital regulation on the loan supplies by using a sample of 

city commercial banks in China during the period of 2005-

2008 (Calendar Year). The dissertation develops a simul-

taneous equation models (SEM) to analyze the endogenous 
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relationship between capital changes, loan growth and 

non-performing loans (NPL). The dissertation shows that 

during the sample years, capital condition indeed became 

a strict constraint for the loan growth of these banks. This 

constraint also became more and more strict and signifi-

cant across the sample years as the implementation of the 

policy carried on.

In conclusion, the dissertation supports the view that 

restructuring programs are generally beneficial to the 

improvement of productivity and the soundness of the 

regional banking systems. This may offer some theoreti-

cal supports for the further bank restructuring in these 

two countries as well as in other countries.

論文審査の要旨

主査　磯谷　明徳
副査　堀　　宣昭
副査　浦川　邦夫
副査　中田真佐男

本論文は、成熟した金融制度をもつ先進国である日
本と、金融制度が成熟途上にある新興国である中国を
事例として取り上げ、金融制度改革が金融機関の資金
仲介機能に及ぼす影響を実証分析したものである。

第１章では本研究の問題意識を述べ、第２章では、
分析対象となる日本と中国の地域金融制度を説明して
いる。

続く３つの章では、合併を促進する施策が日本の信
用金庫の生産性に及ぼした影響が分析される。第３章
では、生産性の測定手法と仮説検定の手法の理論的背
景を説明し、第４章で生産性を推定した後、第５章で
生産性の経時的変動の要因を検証する。この結果、信
用金庫の規模と生産性は「逆 U 字」の関係にあること
が示唆される。

後半の２つの章では、自己資本比率規制の導入が中
国の地域金融機関の貸出供給に及ぼした影響が分析さ
れる。まず第６章で理論モデルを提示し、第７章で計
量分析を行う。この結果、変数間の内生性を考慮した
うえでも、貸出供給と自己資本比率の間に正の相関が
確認される。

最後の第８章では、分析の結論と意義、今後の課題
がまとめられる。

当該分野には既に多数の先行研究があるが、いずれ
も実証分析の手法に問題があり、結論もそれぞれ異
なっていた。本論文は、先行研究の欠点を克服する統
計学的な分析手法を採用し、より頑健性の高い推定結
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果を提示した貴重な研究である。分析の結果からは、
合併による地域金融機関の巨大化はむしろ経営効率を
悪化させる場合があること、自己資本不足の金融機関
が増加する金融危機時には、中央銀行の金融緩和策の
効果が Credit Crunch で減殺されうること等、今後に金
融制度改革を予定している国々に対して有意義な政策
的含意も提示されている。

以上の点から、本論文調査会は、戴建中氏から提出
された論文「Analysis of Regional Financial Institutions 

in the Environment of Structural Changes」を博士（経済
学）の学位を授与するに値するものと認める。

羅　小芸 （Luo Xiaoyi） 氏学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第192号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成27年３月25日
学位論文題目  Theoretical Essays on the Political 

Economy of Cultural Industry and 

Media

  （文化財産業とメディアの政治経済
学：理論的分析）

論文内容の要旨

Taking into account the contribution of cultural and 

creative sectors including the media to global production, 

the sound development of such industries should be paid 

more attention even in developing countries. The disser-

tation theoretically analyzes issues related to the develop-

ment of cultural and media industries from the perspective 

of political economics.

Chapter 1 presents the overall structure of the dis-

sertation and provides background information on the 

topics discussed in the subsequent chapters.

Chapter 2 reviews the existing literature on cultural 

economics and discusses the theoretical and empirical 

contributions to demand for cultural goods, including 

social factors (superstar theory, fashion and fads), con-

sumption experience (cultivation of taste, rational addic-

tion, learning-by-consuming, habit formation), and cultural 

transmission.

Chapter 3 proposes a simple dynamic monopolistic 
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competition model to describe the protection of domestic 

cultural goods industries. A significant feature of cultural 

goods is the ambiguous distinction between producers 

and consumers. In particular, experience of quality when 

consuming various types of goods of different origins in 

young age produces prominent future creators. In the 

model, in a certain category of cultural goods, the amount 

of international variety consumed within a country in the 

current period determines the quality of the domestic cre-

ators in the next period of that country. Before globaliza-

tion, the limited capacity of the domestic market meant 

that small countries could not consume as many interna-

tional varieties as large countries, leading to lower-quality 

domestic creators. By contrast, globalization, which is 

considered to have caused a substantial decline of the 

costs of introducing foreign products and services, has 

increased the variety that consumers can consume, 

threatening domestic creators that are less competitive. 

The presented model shows that by implementing a mod-

erate protection policy, a small country can gradually 

improve the quality of its domestic creators, sustaining 

their long-run survival and finally allowing them to stand 

on their own. In such a case, globalization can prove a 

greater boon to smaller countries. The heavy protection of 

domestic providers, however, which may result from a 

powerful political power, can hinder the long-run develop-

ment of domestic cultural goods as well as harm consumer 

welfare. Indeed, it may even destroy the industry if an IT 

revolution takes place that makes the protection by the 

government completely void.

Chapters 4 and 5 focus on the media industry, espe-

cially the problems associated with its political indepen-

dence, and argue that enhancing media independence 

cannot be understood as an easy agenda for developing 

countries.

Chapter 4 develops a theoretical model in which the 

mass media may be captured by a specific stratum of 

society, forcing them to manipulate public opinion in favor 

of the interests of this specific group. In the model, the 

specific group decides whether to capture the media by 

comparing the costs and benefits of doing so. To capture a 

media outlet, it must compensate for the loss of reputation 

that the media outlet suffers by not publishing the type of 

hard information high-quality media are more likely to 

find. Reputation is modeled as the posterior public belief 

about the quality of that media outlet, which is affected by 

a rational prior expectation of the public about the proba-

bility of media capture. If the public expects a higher prior 

probability of media capture, the reputation loss for a 

media outlet by holding hard information is lower, since 

the public expects even quality media to act in this way. In 

turn, this fact implies that the necessary compensation to 

capture the media is lower. On the contrary, if the public 

expects a lower probability of media capture, presenting 

no hard information is more associated with lower quality 

and thereby the reputation loss and cost of capture are 

large. The model shows the possibility of multiple equilib-

ria: one in which the media are trusted and the other in 

which media capture is stuck in a vicious cycle. In other 

words, both trusted and untrusted media should be under-

stood as social phenomena with a self-fulfilling prophecy, 

not only the result of institutional and regulatory 

arrangements.

Chapter 5 presents a political agency model in which 

the policy choice by the incumbent policymaker can be 

distorted by the incentives to pander and discusses the 

influence of media independence. The incentive to pander 

to the electorate, namely to choose a policy popular among 

voters even though the policymaker knows that such a 

decision would be the wrong choice for the electorate, is 

considered to be weakened when independent media 

provide correct information about the consequences of 

the incumbent’s policy choice prior to the election. Firstly, 

the model shows that this is true when the electorate 

rationally form beliefs about the type of incumbent and 

about their level of excellence. However, if the electorate 

have a strong motive to believe themselves to be excel-

lent and resolve cognitive dissonance by distorting prior 

beliefs on some state variables in the process of Bayesian 

belief updating, greater media independence could worsen 

the situation.

Chapter 6 summarizes and concludes this disserta-

tion and suggests future directions for related research.

論文審査の要旨

主査　堀　　宣昭
副査　三浦　　功
副査　藤田　敏之

本論文は、文化財（cultural goods）およびメディア
産業の発展に関するいくつかのテーマについて、政治
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経済学的観点から理論的分析を行ったものである。
第１章では論文の全体構成と問題意識が示されている。
第２章、第３章の前半部分は、まず、文化経済学の

先行研究のサーベイを行ったあと、文化財に特徴的な
性質を考慮した動学的独占的競争モデルを考案し、国
内文化財産業保護政策の効果を理論的に分析している。
従来の研究では、小国の文化財保護の必要性について
は、ほぼ自明と考えられてきた。これに対し、本論文
では、「グローバル化によって小国の国内文化財産業が
存亡の危機に立たされても、抑制的な保護政策の継続
であれば、それは国内文化財産業の自立的発展に大き
く寄与する。しかし、過度の保護政策はかえって有害
となりうる。」ということが、シンプルかつ厳密なモデ
ルを通じて明瞭に示されている。ここでの貢献は、先
行研究と比較してより精緻な理論分析を展開し、グ
ローバル化や自由貿易が小国文化財産業に与える影響
についてより肯定的な評価を下し、安易な保護政策に
ついては批判的な結論を導きだしているという点に要
約される。

第４章と第５章の後半部分では、特に、メディア産
業と政治の関係にについて焦点を当てた分析を行って
いる。

第４章では、メディアの独立性が買収により脅かさ
れるモデルを検討し、「メディアが容易に買収され、そ
れを見越した有権者のメディアへの信頼が低い社会」
と、その逆の「メディアの独立性やメディアへの信頼
性が高い社会」とが、複数均衡として同時に存在しう
ることが示される。第５章は、有権者行動に社会心理
学的要素を取り込んだ政治的エージェンシー・モデル
を考案し、メディアの独立性の影響を分析している。
有権者の認知的不協和が、特定の状態変数に対する事
前の期待を事後的に歪めることで処理される場合、メ
ディアの独立性の強化は、政治家の「迎合」行動を助
長し、かえって政策の効率性が損なわれることが示さ
れている。

これらの結果は、特に開発途上国において、なぜメ
ディア産業の政治的独立性が十分に確保されないのか、
また、なぜメディアの信頼性が容易に確立されないの
かという問題について、ある程度有効な理論的説明を
提供することに成功しており、本論文の独創的な貢献
といえる。

以上の点から、本論文調査会は、羅小芸氏から提出
された論文“Theoretical Essays on the Political Economy 

of Cultural Industry and Media” を博士（経済学）の学位
を授与するに値するものと認める。

ダシジャムツ バヤルマ （Dashjamts Bayarmaa） 氏 
学位授与報告

報 告 番 号  経済博甲第193号
学 位 の 種 類   博士（経済学）
授与の年月日  平成27年３月25日
学位論文題目  Study on the Influence of Types and 

Uses of Natural Resources on Economic 

Growth

  （天然資源の種類および利用方式が経
済成長に及ぼす影響についての研究）

論文内容の要旨

This thesis questions whether it is appropriate to 

treat all natural resources alike if economic outcomes of 

exporting 1) fuels, 2) metals, 3) agricultural raw materials 

and 4) food are not the same. Focusing more on naturally 

existing resources, this research suggests that the nature 

of how resource is utilized- consumed instantaneously as 

energy source, like most fuels, or transformed continu-

ously as input  in production process, like metals- defines 

its relationship with economic growth. 

Review of existing literature in Chapter 2 indicates 

that despite abundant literature on negative relationship 

between natural resource endowment and economic 

growth, there are not so many that differentiate resource 

types. Furthermore, the theoretical framework of so 

called “resource curse” is based on the assumption of raw 

resource export. Consequently, transforming resources 

through industrial production process into value-added 

goods, instead of exporting, can be regarded as a way to 

break the curse. 

Empirical analysis with disaggregated resource vari-

ables in Chapter 3 shows that metal and food exports have 

persistent, statistically significant negative relationship 

with economic growth, whereas export of agricultural raw 

materials is insignificant. The association of fuel export 

with growth has been varied: it was either statistically 

insignificant or negative with the coefficient twice less 

than that of metals, depending on the time period consid-

ered for the analysis. When time invariant variables are 

held constant only metal export along with fuel import 

continued to exert negative effect on growth. These 
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results confirm that it is not appropriate to treat all natural 

resources alike and economic outcomes of exporting 

fuels, metals, agricultural raw materials and food are not 

the same. 

In order to provide theoretical explanation for empiri-

cal results, Chapter 4 extends Sachs-Warner-van der 

Ploeg’s Dutch disease model to consider the resource 

boom driven by commodity price increase. It follows that 

in case of fuel price boom and subsequent distribution of 

dividends as money transfers, capital-intensive non-

traded sector can be able to sustain economic growth in 

fuel exporting countries, despite the de-industrialization 

taking place. For metal exporters, the situation is more 

complicated. The more metals are utilized in traded 

sector, the better economy would be. However, it is the 

capital-intensive traded sector which keeps the growth 

rate, if labor in traded sector increases following the metal 

price boom. This chapter further extends the Krugman’s 

dynamic comparative advantage model and examines how 

resource exporters, especially metal exporters are more 

vulnerable to losing its production share to foreign country 

compared to fuel exporters. Exporting resources and dis-

tributing resource wealth as pure money transfers results 

in loss of domestic industries to foreign country. In con-

trast, utilizing resources as inputs and producing import 

substituting goods, while changing domestic demand pref-

erences for traded and non-traded goods would have posi-

tive outcomes for the comparative advantage.

Based on those outcomes of empirical and theoretical 

analysis, Chapter 5 and Chapter 6 provides country-level 

case studies of China and Mongolia. The comparison of 

economic performance between fuel rich and iron rich 

provinces in China confirms empirical results as fuel rich 

provinces displayed better economic performance, com-

pared to iron rich provinces during last decade. Within fuel 

rich provinces, provinces with higher investments in 

other non-resource sectors such as education, research 

and manufacturing, are tended to have better perfor-

mance. Within iron rich provinces, high-end steel produc-

ing provinces benefited more compared to iron-ore 

producers. Then, Chapter 6 shifts its focus on resource 

rich Mongolia, which lacks industrial sector that could 

absorb its resources and therefore exports its resources 

mainly to neighboring China. A quantitative analysis using 

socio-economic indicators present that Mongolia 

experienced negative influences such as spikes in price 

levels as well as increase in mortality and hospitalization 

rates, following direct cash distribution from its mineral 

wealth.

Finally, Chapter 7 summarizes major findings from 

this thesis and concludes that fuel exporting countries can 

benefit from their resource wealth easier, compared to 

metal exporting countries. Fuel exporters can achieve 

economic growth with capital intensive non-traded sector 

despite deindustrialization effect. However, they should 

invest in non-resource sectors and human capital develop-

ment, in order to continue their growth. In case of metal 

rich countries, utilization of metals in industrial produc-

tion is essential for their economic welfare. Structural 

transformation to high-productivity activities and eco-

nomic diversification are equally important for both metal 

and fuel exporters to protect from negative consequences 

of commodity price fluctuations.

論文審査の要旨

主査　堀井　伸浩
副査　藤田　敏之
副査　加河　茂美

天然資源に恵まれながら低成長に甘んじる国々が数
多く存在する現実を「資源の呪い（Resource Curse）」
と呼び、重要な投入財である資源に恵まれていること
が逆に成長を阻害する原因として、オランダ病、レン
トシーキングなど制度面の悪化、為替レートや物価の
歪みなどが指摘されている。他方、近年は中国を始め、
資源国でありながら目覚しい成長を遂げつつある国も
ある。本論文は「資源の呪い」に関連する先行研究を
レビューした上で（第２章）、従来の研究が天然資源の
種類、特にエネルギーと金属資源を区別せず分析して
いる問題点を指摘し、両者が経済成長に及ぼす影響の
違いに着目して「資源の呪い」が生じる条件について
分析している。

第３章において最小二乗法による回帰分析で資源輸
出と経済成長との間に統計的に有意な負の関係がある
と結論付けた Sachs and Warner 論文に対し、本論文は
資源を農産品、食料、エネルギー、金属に種類分けし、
同様の手法で金属資源輸出のみが経済成長に有意な負
の効果を持つが、他の資源と経済成長の間には有意な
関係が見られない点を明らかにした。第４章ではオラ
ンダ病に関する理論モデルと Krugman の動学的比較優
位モデルを拡張し、資源の種類、生産量が資源国の産
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業構造、貿易、国内賃金水準に与える影響を理論的に
考察している。第５章と第６章は中国とモンゴルをケー
スに賦存する資源の種類によって経済成長に異なる影
響が現れる様相を統計的に検証した。第７章は研究全
体をまとめ、エネルギーと金属、異なる天然資源につ
いて経済成長につなげるためのプロセスの違いに着目
し分析結果を総括している。

本論文は、「資源の呪い」に関する先行研究の間で異
なる結論が導かれるのは資源の特性の違いを考慮して
いない点があると示唆した点に独自性があり、高く評
価できる。また計量的な実証分析に加えて理論的考察
とケーススタディを組み合わせることで、多角的な視
点から「資源の呪い」というテーマに迫った総合的研
究として貢献を果たしたものと言える。

以上の理由により、本論文は博士（経済学）の学位
を授与するに値するものと認める。


