
名古屋大学　 

大学院国際開発研究科 

　大坪 滋	

平成２3年５月	

グローバリゼーションが開発途上国の貧困・格差に及ぼす影響の国際比較研究	



2 

国際開発研究科設立20周年記念出版 
　GSIDが目指す開発研究 
  異文化尊重と相互理解 
  学際的・独創的な研究
による独自モデル創造 

  内外の開発協力の研究
機関・実施機関とのネッ
トワーク形成・活用 

  『国際開発学入門』が提
示する「多学問領域ネッ
トワーク型研究」のグロ
ーバルな展開の必要性 
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新領域創成としての国際開発学構築 

　多数の開発途上国の研究者との国際共同研究としての学際的
開発研究の展開　→　「グローバリゼーションと開発」 
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世界の国際開発研究の方向性 

世界銀行の世界開発報告ミレニアム記念号で２１世紀
開発コミュニティーの課題として、グローバル化への対
応とローカル化(各国や地域の個性）の尊重が謳われ
たが、これは本提案者の行ったＧＥＰ研究業務の成果
であった。 
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我が国の国際開発研究の方向性 

新生ＪＩＣＡ（国際協力機構）は今般、グローバリゼーション下の開発協力と
我が国のかかわりを1基幹戦略と位置づけ、日本企業、日本の消費者と一
体になった開発協力の展開を指向。　5月1日発行のＪＩＣＡ‘ｓ　Ｗｏｒｌｄで方
向性を打ち出した。　本研究代表者（大坪滋）はこのキックオフを監修した。 
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「グローバリゼーションと開発」研究プロジェクトの展開 
新領域創成研究を目指して 
2010-2014：基盤研究A 
 「グローバリゼーションが開発途上国の
貧困・格差に及ぼす影響の国際比較研究」 

2011-2014：挑戦的萌芽研究 
 「開発と幸福：開発目的の多様化・内生
化に関する開拓研究」 
2009-2010：総長裁量研究奨励費 
 「国際開発・協力の中核的学際研究プロ
ジェクト構築」  
2006-2009：基盤研究B 
 「グローバリゼーション下の途上国開発
戦略の統合研究：「国際開発経済学」の
構築」 
2003-2006：基盤研究C 
「グローバリゼーション下の開発ガバナン
スと貧困・所得格差との社会経済システ
ム分析」  
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グローバリゼーションが開発途上国の貧困・格差に及ぼす影響の国際比較研究 
　　　　　　　　　　　　　2010-2014 基盤研究Ａ　（海外学術）	

	 
研究目的（概要）	 

経済活動のグローバリゼーション下の途上国開発においては、国内、国家間の格差
が連動・重層化しながら拡大していくメカニズムを理解し、対処に努めなければ貧
困削減につながる経済成長（Pro-Poor	 Growth）を達成することはできない。国際貿
易理論や国際資本フローの理論では国際経済統合は先進国側と途上国側に対称的な
効果・事象を発生させ、主に途上国の（非熟練）労働者の受益を通じて貧困削減に
つながることを示唆している。多くの既存実証研究においても経済統合は、成長を
「平均的」に加速させ、また「平均的」には分配中立であることから貧困削減に寄
与するはずとしている。しかし実際にはこの「平均的」な関係の周囲には諸国横断
で見ても、時系列で見ても多くの「ばらつき」が存在し、グローバル経済への統合
が成長につながらない諸国や、成長に寄与しても所得分配や産業の空間分布の不平
等の増大から貧困削減につながらない諸国が多く出現している。そこで本研究では
国際経済への統合が途上国経済社会におよぼす影響（成長、不平等、貧困につい
て）の「国家間のばらつき」とその各国特殊要因（社会経済制度や政策パッケージ
等）を探る「国際比較研究」を展開し、グローバリゼーション下の開発戦略への提
言と国際経済理論モデルの再検証・再構築を期したい。	 

http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/GAD_ResearchProposal_Japanese(Otsubo_050711).pdf 
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/GAD_ResearchProposal_English(Otsubo_050711).pdf	
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グローバリゼーションが開発途上国の貧困・格差に及ぼす影響の国際比較研究 
　　　　　　　　　　　　　2010-2014 基盤研究Ａ　（海外学術）	

　諸国横断で見ると「平均的」には経済統合は各国の平均1人当
たり所得を増大させ、ほぼ同率で貧困層の1人当たり所得も増大
させていると言えるが、その国家間の「ばらつき」は大きく、もし世
界を１国として捉えると国際経済統合は主に富裕層に対して便
益を生み、（相対的）貧困層の受益は確認され辛い。 
　国際経済学の諸理論で予測される貿易統合、金融統合による
先進国・途上国への対称的であるべき効果が非対称な形で出現
し、途上国経済社会への経済統合の影響の「国家間のばらつ
き」は、各国の（土着）社会経済制度、政策スタンスや諸制約要
因等の各国特殊要因によるところが多いことが示されている。 
　これらは研究の次段階として、i)ケース国を選定し、当該国の
研究機関の協力を得ての海外学術調査・国際共同研究に基づく
国際比較研究を展開すること、ii)経済研究を核としつつも従来そ
の研究対象の領域外にあった社会経済制度、ガバナンス、そし
て経済外の領域を含む政策パッケージや文化基盤に至る領域
拡張型学際研究を展開することによりそれら各国特殊要因を洗
い出し比較する事の必要性を示唆している。世界的にも珍しい、
「グローバリゼーションと開発」のコントロール・ファクターに関す
る、学際的国際比較研究を開始する。	
	 

(出所)　 Dollar, David and Kraay, 
Aart (2004), Figure 5(a)	
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グローバリゼーションが開発途上国の貧困・格差に及ぼす影響の国際比較研究 
　　　　　　　　　　　　　2010-2014 基盤研究Ａ　（海外学術）	

（経済学者グループ）インパクト波及経路構造図（右図：貿易統合）作成、国際経済
学・開発経済学・新制度経済学の理論体系および関連実証研究の整理から「平均的な関
係」と「ばらつき」を示し、調査対象国の位置づけを明確にする。 
 （政治学者グループ）Governance matters?　の諸設問でグローバリゼーションの影
響統治にかかわる要素、統治制度、政策パッケージを整理し、波及経路構造図で作用点
を特定する。	

（法学者グループ）（国際）経済法、競争法、労働法等の法律関係はグローバリゼー
ションの労働者や貧困層へのインパクトへのコントロール・ファクターとして重要。波及経路
構造図での作用点を特定し、効果についての仮説・事実を整理する。	

（農村・農業開発、農村社会学グループ）「グローバル化と農業、農民」という
分野は、不平等や構造的貧困を考える場合不可欠、ケース国のほとんどがこの問題を抱
えている。どの程度農村制度や社会的側面が、波及経路構造図上で把握可能かを示す。	

（国際人口移動、労働市場グループ）経済学者、移民学者等からなるこのグ
ループは、モノ・カネの統合に比べて研究の遅れているヒトの統合分野の理論・実証研究
を整理、ヒトの統合にかんするインパクト波及経路構造図作成に寄与し、関連諸政策・制
度の作用点を特定する。	

（地域研究者、文化人類学者グループ）文化的基盤や土着の制度要因が、
統合の3側面における波及構造図にどのように盛り込まれるか、文化・社会での波及経路
構造図が別に必要かを検討する。	
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　　　　　　開発と幸福：開発目的の多様化・内生化に関する開拓研究 
　　　　　　　　　　　　　　　　2011-2014 挑戦的萌芽研究	

	 
研究目的（概要）	 

世界の国際開発・協力コミュニティにおいて「開発」の目的は、先ず所得増大・雇用機会の
増大を通じた所得・消費貧困の削減(経済開発)であるとされ、次に医療・保健・衛生・教育
水準の向上(社会開発)が直接・間接的に目的とされ、更には人権・自由（社会的排除の回
避を含む）の確立に繋がる人間のエンパワーメントを主体とした能力・機会向上（人間開
発）へと拡大・進化してきた。当研究者も開発研究を『国際開発学入門―開発学の学際的
構築』としてまとめ、多様化・多目的化する開発努力への学際的取組みを、開発経済学・
開発政治学・開発社会学をコアに関連諸学問を統合する研究として提示した（2010年国際
開発学会賞・特別賞受賞）。現在基盤Ａ(海外学術)研究で、グローバル化の貧困や格差へ
の影響が諸国間で異なる事由を解き明かす国際共同比較制度分析を展開中であるが、こ
こにおいて開発の目的関数の設定において開発経済学者が経済成長促進を通じて達成
すべき究極の目的の内生化を試みる革新的研究の必要性を痛感するに至った。従来の
(開発)制度経済学に最新の行動経済学の視点を取り込む理論フレームワークを構築・応
用し、人間や国家社会の「幸福」を開発哲学としてきたブータン王国やタイ王国、成長から
幸福へと舵取りを進める中国の関連研究第1人者の協力を得て、理論分析とケース分析
の両面から21世紀にふさわしい「開発の目的」の開拓研究を行いたい。 	 

http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/HOUGA_IncubationModule_Japanese(Otsubo_2011).pdf	
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グローバリゼーションが開発途上国の貧困・格差に及ぼす影響の国際比較研究 
　　　　　　　　　　　　　海外共同研究機関　（その１）	

	 

１）中国　（リーダー：張鴻教授、上海対外貿易大学国際経済貿易学院副院長）	
北京対外貿易大学（王飛教授；一般均衡モデル、企業データ分析）、上海対外貿易大学
（張鴻教授；政治経済学的論考）、中国政法大学（戴龍副教授；国際経済法、競争法、ＷＴ
Ｏ）、Sunwave(甘奎文会長；経済特区深センでの農民工聞き取り調査、産業構造変化調査
に地元財界の調整・協力） 
	
２）インドネシア（リーダー：Arianto Patunru教授、インドネシア大学経済社会研究所長）	
インドネシア大学経済学部（Firmanzah教授、学部長)、同経済社会研究所（Arianto Patunru
教授、所長)、ＬＩＰＩ（Zamroni博士）、財務省（Wawan Juswanto博士）、BAPPENAS (Sumedi
博士、Lifi博士） 大統領府経済アドバイザー Mohamad Iksan教授が、インドネシア政府側
からの支援調整担当。 
	
３）タイ　（リーダ‐：Teerana Bhongmakapat准教授、チュラロンコン大学経済学部長）	
チュラロンコン大学経済学部（Teerana Bhongmakapat准教授、学部長；貿易統合と成長・貧
困削減)（Chairat Aemkulwat准教授；国際労働市場統合、家計調査データ分析）、同ＭＡＢ
Ｅプログラム（Chalaiporn准教授, Director；貿易・投資統合と産業構造) 、NESDB（Paranee 
Watana局長; Self-Sufficient Economy）他。	 
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グローバリゼーションが開発途上国の貧困・格差に及ぼす影響の国際比較研究 
　　　　　　　　　　　　　海外共同研究機関　（その2）	

	 

４）ベトナム　（リーダー：　Nguyen Tien Dung教授、ベトナム国立大学国際経済学部）	
ベトナム国立大学国際経済学部（Nguyen Tien Dung教授；貿易統合と貧困の一般均衡モ
デル分析、家計調査データによるドイモイ前後の貧困状況変化分析）、対外貿易・投資省
（研究員が参加、H22年度に招聘予定；産業データ・家計調査データによる海外直接投資
の成長・貧困インパクト分析）。 
	
５）ブータン　（リーダー：　Dasho Karma Ura ブータン研究所 所長）	
ブータン研究所（Dasho Karma Ura所長、Dorji Penjore副所長、Tshoki Zangmo研究員　他
数名） Dasho L.T.S. Powdyelブータン教育大臣、Dasho Karma TsetrimブータンＧＮＨコミッ
ション長官が研究支援者として名を連ねる。「国民総幸福」の概念をフィルターにした場合
のグローバリゼーションのブータンへの経済、文化・社会的影響の分析。大規模社会調査
の実施。 
	
6）ガーナ　（リーダー： Fritz A. Gockel准教授、ガーナ大学経済学部長）	
ガーナ大学経済学部（Gockel准教授、学部長；経済成長・不平等・貧困削減）（Abena 
Oduro准教授、社会科学院副院長; 国際貿易と産業育成、貧困）（Eric Osei-Assibey講師; 
家計調査データを使用した貧困動学分析、小規模金融、ガーナ大学社会経済研究所
ISSERのNsowah-Nuamah前政府統計局長官、ガーナ商工会理事会が研究支援者。	
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「グローバリゼーションと開発」研究プロジェクトの展開 
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「グローバリゼーションと開発」研究プロジェクトの展開 
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「グローバリゼーションと開発」に関する 
本研究代表者の研究・社会貢献実績：　日本とアジア 

1997-2000:経済審議会	

2005-2006; 2010--: 愛知県	

2007-2008:TICAD IV　経済成長戦略策定	

2005-2006:JICA国を見る目養成プロジェクト	

2003:財務省「日本の国際収支と対アジア経済関係」	

2003‐2004:外務省ODA総合戦略会議特命アドバイザー	
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「グローバリゼーションと開発」に関する 
本研究代表者の研究・社会貢献実績　インドネシア 

2000-2001	

2004,  2009	
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「グローバリゼーションと開発」に関する 
本研究代表者の研究・社会貢献実績　他アジア 

2004-2005: ADB-JBIC-WB  
東アジア経済統合とインフラ開発　戦略策定	

2008-2009: UNCTAD-India,  ADB 
 南アジア経済統合　貿易戦略報告書	

1998-2000: JICA  
 独立以来のバングラデッシュ国別援助評価	

2003: タイ王国チュラロンコン大学  
 国際プログラム客員教授	

2009: タイ王国国家経済社会開発委
員会（ＮＥＳＤＢ）　高官政策研修	
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「グローバリゼーションと開発」に関する 
本研究代表者の研究・社会貢献実績　アフリカ 

1999-2001: AfDB	

2006-2007:Egypt	

2009: Ghana	

2007-2008:TICAD IV	
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名古屋大学から世界へ 
Globalization and Development Project – Going Global !! 

Thank  you  for  your  support ! 


