
樋渡展洋 
教養学部・政治学理論 

2011年　冬学期 

 国際対立と経済国際化―構造的現実主義 
  構造的現実主義 

  覇権国と開放経済ー覇権安定論 
  国際自由貿易の要件としての覇権国（Krasner） 
  国際金融安定の要件としての覇権国（Kindleberger） 

  同盟関係と開放経済 
  国際自由貿易の要件としての二極体制（Gowa） 

 国際協力と経済国際化ー相互依存と国際制度 
  相互依存論（Nye and Keohane） 

  国際制度ー自由主義制度論（Keohane) 
  自由主義制度の理論構成（囚人のジレンマ、コース定理、情報非対称性） 

  相互依存・国際制度の限界 
  制度論からの批判ー制度と遵守（selection bias） 
  現実主義からの批判ー調整問題と配分問題（Krasner） 
  自由主義からの批判ー民主平和論・紛争抑制の三脚（Russett） 
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 「埋め込まれた自由主義」（Embedded Liberalism) 

  歴史的位相 
  第一次大戦前 国際機関の不在　国内要因の不在　民主政の拡大 
  戦間期  国際機関の不在　国内要因の台頭　民主政の定着・動揺 
  第二次大戦後 国際機関の存在　国内要因の優越　民主政の定着 

  特質・構成要素 
  民主政治・国内経済運営・多角的国際開放経済 
  民主政での国際開放経済と国内配分問題の解決 
  Small state corporatism 

 民主的平和（Democratic Peace) 

  特質・構成要素 
  民主国間、通商関係、国際機関加盟　 
　武力紛争処理の回避 
  Embedded Liberalism との親和性 

  理論的根拠とその問題点 
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3 Power Politics and International Trade (Gowa and Mansfield 1993)�
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 制度的特質 
  政権存続条件  Selectorate theory 

  指導者の生存（= Size of selectorate and winning coalition) 
  政策の提供（=私的財、公共財） 

  Large selectorate  more loyalty, less vulnerable 
  Large winning coalition  more public goods, more challenges 

  政策決定制度　 Veto player theory） 
  政策安定性 
  制度的・政治的拒否権者 
  拒否権者の数、距離、凝集度 

  政策透明性 
  情報の対称性 

 政策的特質 
  Small state corporatism  Embedded liberalism 

  制度的多様性 先進諸国の戦後体制の多様性を説明 (Week 3, 4) 
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 Move to later 政策の制度基盤と制度的多様性 
  Small state corporatism  Embedded liberalism 

  制度的多様性 

  先進諸国の戦後体制の多様性を説明 (Week 3, 4) 
  Patterns of democracy 

  選挙制度 
  政権構成 
  市場団体 

  Personal vote 

  実証 
  市場配分 
  政府配分 

  論点 
  制度かイデオロギーか？ 
  市場改革 
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 外交交渉 
２層ゲーム（two-level games) 

  配分問題と外交交渉 
  Win-set と批准機関 

  民主政の優位点 
  代表制（=安定性）と透明性 

 国際協力 
Liberal Institutionalism 
  制度参加と制度遵守 

  民主政府の有意点 
  支持連合（代表制）、拒否権者（多元性）、透明性 

  参加と遵守の selection bias 
  実証=協力の信頼度、永続性、内容 

  参加効果 
  民主化と市場制度整備の促進 
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8 Selectorate and growth (Bueno de Mesquita et al. 1999) 

9 Veto player theory (Tsebelis 1995) 

PROPOSITION 1: As the number of players who 
are required to agree for a movement of the 
status quo increases, the winset of the status 
quo does not increase (i.e., policy stability 
does not decrease). �

PROPOSITION 2: As the distance of players who 
are required to agree for a movement of the 
status quo increases along the same line, the 
winset of the status quo does not increase 
(i.e., policy stability increases). �

PROPOSITION 3: As the size of the yolk of 
collective players who are required to agree 
for a movement of the status quo increases, 
the area that includes the winset of the status 
quo increases (i.e., policy stability decreases). �



10 Openness and state revenue (Cameron 1978) 

11 Patterns of democracy (Lijphart, 1999)　and Economic Policy (Perssion and Tabellini 2003) 
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12 District magnitude, personal vote and government expenditure (Edwards and Thames 2007) 

13 Democracy and Market Distribution (Rodrik 1999) 
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Openness and the fiscal size of 
the state: OECD countries 

(Rodrik 1998) 

Openness, political regimes, and 
the revenue size: Simulation 

(Adsera and Boix 2002) 

15 Leadership turnover and trade (McGillivary and Smith 2004)  



16 Democracy and Exports (Mansfield et al. 2000) 

17 Regime type and international cooperation (Leeds 1999) 



18 Democracy and trade agreements (Mansfield et al. 2000) 

19 Regime type and alliance survival (Gaubatz 1996) 



 経済成長と民主政治 
  経済成長の要因 

  民主政治と市場整備（所有権と投資、経済的自由、行政効率） 
  画期としての国際化（ Week 6) 

  経済成長と経済変動（Quinn and Woolley 2001） 
 経済成長と金融市場 

  直接金融優位 vs. 間接金融優位 
  金融制度の歴史的多様性（Gerschenkron） 
 歴史制度学派 

  資本制約下の間接金融優位の利点（Zysman 1983） 
  資本自由化以降の金融制度 

  金融市場改革と金融危機 (Week 7& 8) 
 経済成長と生産市場・企業 

  自由市場経済 vs. 調整市場経済 
  調整型市場と成長・配分（Hicks and Kenworthy 1998） 
  調整型企業統治と経済成長（Hall and Soskice 2001) 
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 経済配分と民主政治 
  経済成長と経済配分 
  民主政治と市場配分 

  結社の自由と政治的競争（Rodrik 1999  SLIDE 10） 
 経済配分と労働市場 

  市場配分のジレンマ 
  賃金 vs. 雇用ーフィリプス曲線 
  労使関係とスタグフレーション問題 
 　労使対立と労使協調―画期としての1970年代 

  低成長期の労働市場の変容（ Week 10) 
  労働主導の労使協調  Corporatism 

  全国労組による賃金抑制・雇用維持　　Calmfors-Driffill Model 
  全国労組・社会民主政党による雇用確保　(Cameron ( SLIDE 13)) 
  産業労使協調と階級横断連合による雇用確保　(Swenson) 

  雇用者主導の労使協調  Varieties of Capitalism 
  産業協調的賃金決定と独立中央銀行　(Hall and Franzese) 
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 国際経済 
  貿易依存度と労働組織・政権政党 

 　Small state corporatism  Embedded liberalism 

 　Cameron (slide 10) /Rodrik/Adsera and Boix (slide14) 
  貿易競争力・産業構造変化 

   Iversen and Cusack/ Hays et al. 

 国内政治 
  国内制度 

  国内政治制度の類型（Patterns of democracy) 
  多数代表 vs. 比例代表 
  議院内閣制 vs. 大統領制（Lijphart/slide 11） 

  選挙制度 ( Perssion and Tabellini/slide 11)  
  選挙制度+政党組織 （ Personal vote）（  Edwards and Thames/slide 12） 

  政党競争 
  政権構成　 財政赤字の要因（Week 9） 
  政権イデオロギー 
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 福祉規模の拡大要因 
  近代化ー富裕化と高齢化（ Wilensky） 
  権力資源ー労組と左翼政党（ Korpi) 
  雇用構造変化ー脱工業化（ Iversen and Kusack) 

 福祉規模の多様性 
  福祉資本主義の三類型（ Esping-Andersen) 

  歴史的淵源 
  自由主義／保守主義／社会（民主）主義 
  市場供給 vs. 国家供給／制度分立／支給資格 

  福祉規模多様化の政治要因 
  優位政党と政党競争 

  Huber and Stephens/Hicks and Swank 
 福祉規模と格差是正 

  中位投票者と中位所得 
  格差是正の阻害要因 

  政治参加 
  政党連携 
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28 Determinants of Government Compensation (Hays et al. 2005)�

29 29 



30 Party and Government Spending (Blais et al 1993)�

31 Electoral systems, partisan government and distribution  (Iversen and Soskice 2006)�



32 
Determinants of Welfare Efforts (Hicks and Swank 1992)�

 市場モデル 
  貿易拡大と階級対立ー生産要素（賦存）モデル 

  Heckscher-Ohlin=Stolper-Samuelson / Rogowoski 

  貿易拡大と産業対立―産業部門（特殊要素）モデル 
  Ricardo-Viner 

  生産要素移動と国内調整ー要素モデルと部門モデルの連携 
  歴史背景 （ Hiscox / Week 11 Burgoon） 
  産業調整 （ Aggarwarl et al.） 

 多国籍企業モデル 
  輸入増大と保護要求 （ Milner） 

  投資増大と保護要求 （ Goodman et al.） 

  多国籍企業と市場開放―戦略貿易モデル （ Krugman / Yoffie and Milner） 

 モデル検証ー個人選好 
  経済利益ー両モデルの検証 ( Mayda and Rodrik) 

  社会政策 ( Hays et al.) 

  経済評価・非経済意識ーSociotropic model ( Mansfield and Mutz ) 33 



 貿易政策の政治過程ーアメリカの事例 
  貿易政策の構造 

  貿易授権法・貿易協定／貿易法の執行 
  貿易政策の決定 

  変更=大統領・議会 
  大統領と選挙制度 
  議会政党と経済団体（  生産要素モデル） 

  執行=準司法機関 
  選挙制度・「鉄の三角形」と利益団体（  生産部門モデル） 

  貿易政策の評価 
  争点投票（= 争点重要性+争点知識） 

 貿易政策と政府制度 
  選挙制度 

  多数代表 （小選挙区）vs. 比例代表、選挙区人口規模 
  政党組織 （組織凝集度、personal vote、access points) 

  政党・政策対立 
  政治構造 (拒否権者） 

  権力分立／二院制／政権構造 
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35 
Factor Endowments Model (Rogowski 1987��



36 Protection and adjustment (Aggarwarl et al. 1987) 

37 Strategic trade policy and market opening demands (Milner and Yoffie 1989)�



38 Factor endowments and trade preferences (Mayda and Rodrik 2005)�

39 Sector specificity and non-economic elements of trade preferences (Mayda and Rodrik 2005)�
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41 Economic evaluations and trade preference (Mansfield and Mutz 2009)�



42 Multiple determinants of trade preference (Mansfield and Mutz 2009�

43 U.S. Tariff rates (Keech and Pak 1995)�



44 Presidents, parties and trade (Keech and Pak 1995)�

45 Trade bills and economic groups (Baldwin and Magee 2000)�
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46 
Administered protection (Goldstein 1986)�

47 ITC and administered protection (Hansen 1990)�



48 
Electoral effects of trade issues (Guisinger 2009)�

49 Trade and Electoral Institutions (Rogowski 1987)�



50 Party strength and international trade (Hankla 2007)�

51 Party platforms on trade (Milner and Judkins 2004)�



52 Veto points, unemployment and trade openness (Henisz and Mansfield 2006)�

53 OECD Tariff Rates and Explanatory Hypothesis (Ehrlich 2007��



54 OECD Tariff Rates (Ehrlich 2007)�

 貿易開放と民主化 
 Mansfield/Milner and Kubota  

 貿易協定の規定要因 
  貿易協定と国内利害の影響 

  規模の経済（輸出・国内の生産部門対） 
  生産の分業（多国籍企業と労資対立） 

  貿易協定と政治制度の影響 
  民主政と拒否権 

  貿易協定と紛争処理 
  紛争処理制度設計 
  紛争処理の政治過程 

 貿易協定の帰結 
  貿易への帰結 

  貿易創出と貿易回避  (Viner: GATT/WTO Article XXIV) 
  第三者選択肢（参加／対抗／制裁／提訴） 

  投資への帰結 
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 多国籍企業の政治経済 
  海外投資要因 

  資源投資（所有）、消費市場投資（市場）、生産効率投資（内部化） 
  特殊財産・垂直統合と知的財産・水平統合 

  多国籍企業規制 
  所有権保護 

  本国救済（ Calvo doctrine (1868)） 
  内国待遇、公有化・接収、補償（十分、効果的、迅速 Hull Rule)  

 直接投資と政治制度 
  民主制度のプラス=政策信頼性  拒否権、観衆コスト、継続性 
  民主制度マイナス=投資環境  寡占規制、財税制支援、労資保護 

 投資協定 
  受入国目的 

  資本誘致競争 
  国内制度整備と������� 

“tying ones hands” and “sunk costs” 
  投資国目的ー紛争処理 

  ICSID clause  Calvo Doctrine (1868) 
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 GATT/WTO原則 
  自由市場主義 と無差別主義  MFN（例外ーGSP）とNational treatment 

 GATT/WTO加盟の政治条件 
  加盟条件の規定要因 

  加盟条件の非対称性  輸入市場／民主制 ラウンド交渉／中所得国 
  国内貿易法制の整備 

  加盟速度の規定要因 
  旧植民地条項（GATT XXIV:5(c)） 加盟国との関係／貿易協定／民主政体 

 GATT/WTO加盟の経済効果 
  否定的見解 
  Rose (貿易政策、貿易自由化／貿易安定性） GSPの効果 

  肯定的見解 
  GATT/WTO下の非対称性 

  先進諸国と発展途上国／加盟国と非加盟国／自由化産品と保護産品（工業製
品）／参加時期ーウルグアイ・ラウンド前後 

  GATT/WTO下の波及効果と相乗効果 
  波及効果ー旧植民地加盟、猶予加盟、暫定加盟 
  相乗効果ー植民地関係 ＞ 貿易協定 ＞ GATT/WTO＞ 片務協定（GSP） 

  GSPの経済効果（東京ラウンド “enabling clause”） 
  非互恵的特恵措置ー＞国内輸入競争産業の立場強化ー＞輸出抑制 
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 GATT/WTOの交渉ラウンド 
  課題の拡大 

  関税、非関税障壁、TRIPs（trade related aspects of intellectual property）、
TRIMs（trade-related investment measures） 

  参加国の増大と利害の多様化 
  交渉ラウンドと地域貿易協定 

  勢力形成／代替手段／敗訴 

 GATT/WTOと紛争処理 
  ＷＴＯ紛争処理制度の充実 
  地域貿易協定とGATT/WTO紛争処理 

  GATT/WTOパネル利用と政治体制 
  パネル被提訴国ー制度要因 
  パネル設置要求ー制度要因と政治要因 

 1979 Understanding on dispute settlements 
 1989 Dispute settlement procedure improvements 

  パネル設置・パネル裁定と譲歩 
  係争点と係争国の性格とパネル設置 
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Democratization and tariff rates  (Milner and Kubota 2005)�



60 
Democratization and openness (Milner and Kubota 2005)�

61 Effect of Democracy and Market Protection on Trade (Souva et al. 2008)�



62 NAFTA lobbying and Tariff Phasing (Chase 2003)�

63 Democracy and trade agreements (Mansfield et al. 2000) 



64  Veto players and trade agreements (Mansfield et al. 2000) 
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PTA: selected access 
FTA: comprehensive access 
Custom Union: common external tariff 
Common Market: free factor movement 
Econ. Union: fiscal and monetary policy coordination 

Veto players and depth of  trade agreements (Mansfield et al. 2007)�



66 
PTAs and FDI flows (Büthe and Milner 2008)�

67 Democracy and FDI: 1970-97 (Jensen 2003)�



68 Property rights, democracy and FDI (Li and Resnick 2003)�

69 



70 BITs and Domestic Substitutes�(Neumayer and Spess 2005)�

71 BIT signatories (Elkins, Guzman and Simmons 2006)�



72 WTO Accession Terms (Pelc 2011)�

73 WTO and flexible provisions (AD) (Kucik and Reinhardt 2008)�



74 Accession timing (Copelovitich and Ohls 2011) �

75 
GATT/WTO and Trade (Rose 2004) �



76 The effects of GATT/WTO rounds and trade agreements on trade (Goldstein et al. 2007)�

77 WTO and sectoral trade (Subramanian and Wei 2007) and commodity trade (Engelbrecht and Pearce 2007)�
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80 Trading blocs and WTO disputes (Haftel 2004)�

81 



82 Participants and cases in WTO conflict resolution (Guzman and Simmons 2002)�

 資本移動増大の背景 
  Bretton Woods 体制  

  固定相場・資本規制・ＩＭＦ融資 
  IMF融資 = stabilization fund, conditionality, quota 

  Bretton Woods 体制の弛緩 
  ドル・金本位制からの離脱(1972) 
  オフショア市場の発達=企業・金融機関の多国籍化 
　　 資本の自由化（Goodman & Pauly) 

 資本移動・通貨政策の分析枠組 
  資本自由化の帰結  貿易・投資 
  資本自由化と市場選好 

  生産要素モデル（Hecksher-Ohlin)  階級対立 
  産業部門モデル  産業・金融部門対立 

  国際金融の特殊性 = Mundell-Fleming定理  
  Mundell-Fleming定理 

  資本移動・自律的金融政策・為替レート安定 
  Mundell-Flemingと市場選好  

  Frieden モデル（ 国内外産業対立) 
  Mundell-Flemingと政府選好 

  金融抑制（戦後の金融制度と経済成長）と財政金融政策 83 



  資本自由化 
  国際的要因 

  先進諸国=企業多国籍化・金融抑制のコスト 
  発展途上国=地域自由化実績・資本競争 

  独裁国家の模倣要因 
  ＩＭＦ８条国移行問題 

  資本自由化のコミットメント（市場主導 vs ＩＭＦ主導） 
  参加拡大圧力と地域圧力 

  社会要因 
  貿易産業の党派的代表（熟練・未熟練労働・多国籍企業・金融機関） 

  政府要因 
  自由化=金融抑圧放棄 

  国内資本逃避回避／租税基盤・シニョリジ／インフレ税と中央銀行／通貨安定と自
律的金融政策の両立／金融部門の保護 

  政策変更の規定要因 
  政権党派性／拒否権者構造 

  金融市場改革 
  経済要因 

  国際収支危機／貿易依存度 
  政治要因 

  法制度／貿易産業／民主政 
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 通貨政策 
  経済要因　 

  外資への依存類型 
  政府・政策要因 

  通貨価値固定の要因 
  金融政策の信認（独立中央銀行との代替性） ／貿易拡大／債務償還 

  通貨政策の二極化 
  発展途上国ー価格安定／先進国ー成長／転換国̶不安定 

  公表と実態の乖離 
  制度脆弱 vs. 制度安定（ fear of floating) 

  政権生存 
  選挙選挙と政権性格 

 通貨統合ーＥＭU 
  Snake EMS -(Plaza and crisis)EMU 
  金融政策決定権の非対称性 
  財政規律の確立 
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86 Financial liberalization (Quinn and Inclan 1997) and its distributive consequences (Freiden 1991)�

87 



88 Pro-market ideology and capital liberalization (Quinn and Toyoda 2007)�

89 Diffusion of Liberalization (Simmons and Elkins 2004)�



90 IMF membership trends and Article VIII violations (capital restrictions) (Simmons 2001)�

91 Determinants of Financial Liberalization Prior to the 80s (Quinn and Inclan 1997)�



92 Determinants of Capital Liberalization (Li and Smith 2002)�

93 Capital control policy changes (Kastner and Rector 2003) 



94 Partisanship and Capital Openness (Kastner and Rector 2005) 

95 Financial Liberalization and Reform (Abiad and Mody 2005) 



96 Financial Openness and Financial Development (Chinn and Ito 2006) �

97 Financial dependence and exchange rate regimes (Shambaugh 2004) 



98 
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100 Governments and fixed exchange rates (Bernhard and Leblang 1999) 

 資本移動増大と金融危機 
  資本移動の帰結 

  成長と変動のトレードオフ 
  金融資産構成の変動（債券化／償還期間不一致） 
  金融危機の多様性ー通貨危機　+　国際収支危機、銀行危機、債務危機 

  EMU (1992), 北欧 (87-94), 日本 (92-94, 97-98), メキシコ(94), アジア(98), ロシア
(98),  ブラジル(99), トルコ(2001), アルゼンチン (2001), 大不況(2008-09) 

 通貨危機 
  発生要因 

  通貨制度ー固定相場制（発生率抑制、深刻化増長） 
  第１世代ー通貨ペグ下の財政赤字の金融化 
  第２世代ー政権の政策規律への不信 
  第３世代ー政権・政策情報共有の不確実性 

  波及要因 
  予期せぬ発生と深刻さの予想／資本移動の停止とレヴァレッジ／共通貸し手 

  銀行部門危機の併発（双子危機） 
 銀行部門危機 

  日本の「失われた10年」（1992-2004） 
  世界大不況（2008-） 

  背景ー国際的不均衡と先進諸国の債務増大 
  要因ー先進諸国資産バブル+金融統合の進展 
  帰結ー財政赤字の悪化 101 



 ＩＭＦ支援 
  Conditionality 

  内容ー国際収支改善・通貨調整  経済政策や構造改革 
  条件ーアメリカや仏独英との関係 

  帰結 
  経済的帰結 

  経済成長の鈍化／国際収支の改善と政権の安定性は両論 
  投資、インフレ、政府消費、貿易依存度に影響せず 
  直接投資は減少  変動相場制、緊縮的財政金融、市場開放・構造改革 

  政治的帰結 
  民主度と法の支配に軽微に負の影響 
  財政均衡・構造改革要求ー＞貧困層への影響と政治体制 

 銀行部門危機の解決 
  解決策の規定要因 

  政治体制 
  ＩＭＦ 

  日本の銀行危機 
 財政危機 
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  国際金融規制の経緯 
  Basel Iー銀行自己資本比率（BIS）規制 

  1974　Bankhaus Herstatt、Franklin National破綻ー規制主体協定（Concord 1) 
  1982 債務危機とアメリカＩＭＦ増資問題 
  1984-87 G-10　バーゼル委員会 
  1987 世界同時株安 
  1988 銀行の自己資本比率協定（英米協定先行、日本、欧州諸国の参加（1992までに導入） 

  Basel IIーリスク資産規制（1999、2001、2003年 Consultative Papers  2004年に決定） 
  銀行のリスク資産の規制（補完的規制監督と市場規律） 

  Minimum regulatory capital requirements (Pillar 1) 
  Supervisory review of bank capital (Pillar 2) 
  Market discipline of bank capital (Pillar 3) 

  Basel IIIーリスク資産規制 (2015-2019) 
  資本比率の増加  Common equity (2.5%4%)/Tier 1 (4%6%)/conservation buffer 
(2.5%) 

  国際金融規制の導入 
  中央銀行のEpistemic Community　+　英米覇権（Kapstein) 
  外国銀行危機処理のコスト移転̶虜理論（Oatley & Nabors） 
  金融規制当局の自律性ー本人・代理人理論（Singer)+金融規制の類型（Simmons） 

  国際金融規制の効果 
  資本比率規制の効果 
  Basel Core Principlesの効果（1997） 

  ＩＭＦと世銀により評価（Financial sector assessment program: FSAP） 
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104 Currency crises and government change (Leblang and Benhard 2000)�

105 Currency crises, political institutions, and divergent expectations (Leblang and Satyanath 2006)�



106 Twin crises (Kaminsky and Reinhart 1999)and determinants of banking crisis resolution (Montinola 2003)�

107 



108 

109 Fiscal debt (Reinhart and Rogoff 2011)�



110 Distribution and determinants of IMF programs (Barro and Lee 2005)�

111 Dreher and Jensen IMF Conditionality (2007) �



112 Effects of IMF programs (Barro and Lee 2005)�

113 IMF Conditions and FDI (Jensen 2004)�



114 

115 Bank Capital and Basel III (Slovik and Cournede 2011)�



116 Legislative control and regulator autonomy (Singer 2004)�

117 Patterns of regulatory harmonization (Simmons 2001)�



118 Determinants of capital asset ratios (Bernauer and Koubi 2006�

119 



120 

121 BCP compliance and Bank Soundness (Dermirguc-Kunt et al. 2006)�



 業績評価モデル 
  評価基準(=経済成長） 

  経済手腕と責任所在 
  Pocket-book voting vs. sociotropic voting 
  Retrospective voting vs. prospective voting 

  評価条件 
  責任主体と非責任主体 
  有権者の均質性と非均質性（合理的有権者 vs. thermostatic model） 

 政党競争モデル 
  党派的財政金融政策 

  Phillips curve と党派的対立（インフレ抑制 vs. 失業対策 

 政策選択モデルの展開 
  経済操作の限界 

  政治的（党派的）景気循環と合理的期待形成、非ケインズ効果 
  モデルの整合性 

  党派的判断と党派的代表制 
  政府の民主的応答性ー中位投票者の移動と政策の収斂態様 
  情報開示と選挙活動・経済争点の提示 122 

 資本移動の財政金融政策制約 
  資本移動下の政治的景気操作制約 

  資本移動、通貨価値維持・独立中央銀行と財政規律 
  政治的景気操作と民主的応答性の変化 

  資本移動下の党派的財政金融政策制約 
  抑制的財政政策（政権政党）と金融政策（中央銀行）の制約 
  党派的財政金融政策の変化 

 開放経済と税制改革 
  資本移動と資本税収（=福祉国家の財政基礎）の変化 

  「底辺への競争」仮説の不在ー投資要請と報償要請 
  法人税収と社会保障拠出の定常化ー税率軽減と優遇措置廃止 

  新自由主義的税制の拡大要因 
  86年レーガン税制改革と国内的波及の政権・市場制度 

 2010-11 ユーロ圏債務危機 
  <q�PIIGS #+.R�EU2pf.R�C, 
  jV�#+KX�EU
���wnJiB�Tobin tax�Basel IIIx 
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124 Fiscal Policy and Partisanship�(Cusack 1999)�

125 Policy Blame and Accountability (Tilley and Hobolt 2011) 



126 Open economy and partisan economic policy (Oatley 1997)�

127 Globalization and Political Business Cycles (Clark and Hallerberg 2000)�



128 Globalization Competency, and Economic Vote (Duch and Stevens 2010)�

129 



130 Partisan economic policy and central bank independence (Way 2000) 

131 Globalization and Party Response  (Adams, Haupt, and Stoll 2010)�



132 Globalization and Party Positions (Ward, Ezrow, and Dorussen 2011)�

133 Neoliberal Tax Policy Diffusion and the United States (Swank 2006) 



 生産市場改革 
  波及 

  資本移動増大の財政金融制約と生産市場改革 
  指標 

  EFW Indexー政府規模／法制度・所有権／金融政策と銀行制度／貿易投資の
開放／製造市場・労働市場の規制緩和 

  OECD databaseー貿易投資の開放／公益部門規制緩和／労働市場規制緩和 

 生産市場改革の普及要因 
  構造改革の普及要因 

  国際的波及／経済危機／財政状況・金融通貨政策／政治的制約 

  通貨政策と構造改革ー先進諸国 
  Calmfors 仮説 vs. TINA 仮説 
  通貨政策と構造改革 
  通貨統合と生産物市場・労働市場・二次労働市場 
  財政事情 

  経済危機と政治制度 
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 賃金配分制度の変化 
  コーポラティズムの政策帰結 

  賃金平等・所得再配分と公共部門雇用  低インフレ・低失業 
  コーポラティズムの動揺 

  民間・政府部門対立と中央集権的賃金決定の弛緩 

 労働市場改革と雇用問題 
  経済国際下の高失業問題 

  制度的要因=解雇規制・失業保険補償率・租税負担・労組組織率・賃金調整 
  社会的要因＝女性・移民の労働市場参加、高齢者の市場退出 

 雇用問題と所得格差 
  雇用問題 

  空洞化仮説と産業構造 
  経済成熟化=脱工業・サービス経済のトリレンマ 

 財政規律・雇用拡大・所得平等 
 民間（サービス）部門への雇用依存 

  雇用拡大と所得格差 
  格差是正 

  政治の役割 
  有権者動員（投票率）と労組組織率 

  労組と左派政府の役割   
  労組組織ー未熟練労働者の賃金「底上げ」 
  左派政府ー賃金「底上げ」と熟練労働者の賃金抑制（「累進課税」） 135 



136 Diffusion of economic reform (Pitlik 2007) 

137 Currency Policy and Structural Reforms (Belke et al. 2007) 



138 Euro and structural reforms (Alesina et al. 2008) 

139 Macroeconomic policy and structural reforms (Duval 2008) 



140 Crisis, political institutions and structural reform (Pitlik and Wirth 2003) 

141 Union encompassment, public sector strength and the economy (Garrett and Way, 1999)�



142 Determinants of Unemployment (Blanchard and Wolfers 2000: Nickell et al. 2005) 

143 Unemployment and labor market institutions�(Baccaro and Rei 2007)�



144 

145 The Service Economy Trilemma, Employment change and budgetary restraint (Iversen and Wren 1998)�



146 Pay equality, tax rate, replacement rate and employment growth (Kenworthy 2003)�

147 Determinants of earnings inequality (Mahler 2004)�



148 Left governments, income taxes, unemployment replacement, and equality (Pontusson et al. 2003)�

 福祉国家の変容 
  「新しい福祉政治」論 

  問題意識  国際化 = 福祉国家への挑戦（「底辺への競争」と「新自由主義」） 
  福祉国家の「強靱性（resilience)」=「非難回避」の政治（後退（retrenchment)） 
 「旧い福祉政治」=福祉国家拡大の「労組組織資源」 

  着目点 = 社会福祉支出規模 
  批判　=　80年代の福祉改革を看過 

 福祉国家の変容（=福祉改革） 
  画期としての1980年代以降 

  国内要因 
  財政制約、産業構造変化、成熟社会（少子高齢化と女性進出） 
  含意：党派的差異の収斂・福祉国家類型の固定化 

  国際要因 
  福祉国家と国際経済の開放ー対立の顕在化 

  貿易と逆相関、 
  低賃金産品輸入、直接投資、資本移動、法人税との関係は弱い 

  国際化と福祉改革の要求 
  国際脆弱部門の要求   輸入増大 = 低賃金（労働集約）産品の輸入増大 
  国際競争部門・投資家の抵抗  負担問題、波及効果 

  政策項目 = 労働市場政策 vs. 年金、医療、家族手当 
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 福祉改革の帰結 
  福祉国家の後退時期 

  画期としての1980年代  雇用率低下・失業率増大と所得格差拡大 
  Retrenchment paradox  景気後退、財政再建、失業率・高齢化と福祉削減 

  福祉国家変容 
  給付の所得補填率低下（= 失業手当、傷害手当、病気手当） 
  公共部門雇用の減少（=財政再建要因） 

  福祉国家変容の規定要因 
  国際化、産業構造、党派的抑制の影響 

 福祉改革と格差・貧困 
  格差 

  個人所得格差と家計所得格差 
  市場格差と政治再分配 
　 中位投票者・平均所得と再分配と政治動員・投票率 
  市場格差と雇用 
  市場格差と所得再分配 

  福祉給付と貧困 
  相対的貧困・絶対的貧困と福祉給付 
  失業手当、病気手当、年金給付の充実度 
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151 Changes in Social Expenditures: Studies and Determinants (Kittel and Oblinger 2003)�



152 Effects of globalization on welfare programs (Burgoon 2001)�

153 Public Support and Welfare State Efforts (Brooks and Manza 2006)�



154 Determinants of major cuts in net replacement (Korpi and Palme 2003)�

155 Welfare Retrenchment and Partisan Government (Allen and Scrugges 2004)�



156 Retrenchment Events and Welfare State Efforts (Hicks and Zorn 2006)�

157 Inequality and Redistribution (Kenworthy and Pontusson 2005)�



158 Growrth, poverty, and  welfare generosity (Scruggs and Allen 2006)�

159 



12.1　経済援助の規定要因 
 経済援助の受給国 

  受給の規定要因 
  必要性と経済的自由、身体の自由、制度安定性 

  援助の形態 
  Project/Program/Technical Assistance 

  援助の効果 
  財政再建、腐敗、構造改革 

 経済援助の支給国 
  支援規定要因 

  政権党派性、政府規模、経済・財政事情、Aid for Trade vs Trade Not Aid、
有権者の支持 

  貿易関係、債務関係、植民地関係、必要度、人権・制度整備 
  冷戦後の変化 
  二国援助と国際機関援助 

  人権要因の反転、国別人権要因 

160 
160 

 二国援助 
  援助目的：開発支援、貿易関係、戦略関係、人権・民主化支援 

  開発支援、貿易関係に比重 
  進歩的政府は前者、保守的政府は後者 

  援助と政治関係 
  国連投票ー＞民主国・非民主国で差異 

  冷戦後の変化   
  戦略関係の重要性継続／人権・民主制の台頭？ 

 国際機関援助とアメリカ 
  ＩＭＦ融資とアメリカ（前出） 
  世銀援助とアメリカ 

  世銀援助の規定要因 
  必要性（小国援助）と対米関係（米国援助、米国輸出、米国資本流入） 

  世銀・IDA援助（開発国無償援助） 
  IDA規準：IDA country performance rating 

  Country policy and institutional assessment  
  Annual report on portfolio performance 

  アメリカとの政治関係＜ー総会重要決議 
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