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“The Economic Impact of the Trans-Pacific Partnership:  
What Have We Learned from CGE Simulation?” 

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP) の経済的インパクト： 
CGE シミュレーションから学ぶ 

 
The Trans-Pacific-Partnership (TPP) trade agreement, if successfully implemented, will liberalize trade between the 
US, Japan and ten other Asia-Pacific economies, making it one of the largest regional agreements ever seen. The 
prospect of a comprehensive trade agreement spanning the Pacific raises a number of important quantitative 
questions. What is the likely magnitude of the economic gains? How do the gains compare to other proposed 
agreements? Are they evenly distributed across member economies and across societies within the members? What 
types of changes might we observe in the pattern of economic activity in the member economies? One of the most 
widely used techniques for evaluating these types of questions is numerical simulation with computable general 
equilibrium, or CGE, models. There have now been a number of papers written that use CGE methods to analyze 
the TPP. In this symposium we will discuss the CGE method, provide a synthesis of the key results that have 
emerged from the literature, and discuss some new simulation results of our own. 
 
環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）は、成功裡に締結された暁には日米に加え、１０に及ぶアジア太平
洋の国および地域の間の貿易が自由化され、過去最大の地域協定の一つが誕生することになる。この太
平洋を巡る包括的貿易協定の将来を見通すと、重大な定量的疑問がいくつも湧いてくる。まず、その経
済的利益はどの程度のものになるのだろうか。その経済的利益を、提案されている他の協定と比較した
場合、どの程度違うのだろうか。TPP による経済的利益は、加盟国間で平等に分配されるのだろうか、
また加盟国内でも、各階層間が平等に受益できるものになるのだろうか。また、加盟国の経済活動には、
どのようなタイプの変化がもたらされるのであろうか。こうした疑問に答えるために、もっとも広く使
われている手法の一つが、計算可能一般均衡モデル（ＣＧＥモデル）を使った数値シミュレーションで
あり、このＣＧＥ手法を使ってＴＰＰを分析した論文が、既に数多く書かれている。今回の安倍コロキ
アムでは、このＣＧＥ手法を検討し、文献から得られた主要成果をまとめたものを呈示し、われわれ自
身が新たに行ったシミュレーションの結果を全員で討議する機会としたい。 
 
講師紹介 Biographical Information 
 
John Gilbert is a Professor in the Department of Economics and Finance at Utah State University, a position he 
has held since 2001. He received his Ph.D in economics from the University of Auckland, New Zealand. His field 
of research is international trade theory and policy, and he has worked on theoretical topics ranging from the 
implications of labor market distortions on trade liberalization, to the rationales for offshoring, to the enforcement 
of narcotics restrictions in trade. His policy work has used computable general equilibrium modeling techniques to 
help understand the economic consequences of regional trade liberalization, especially in the Asia-Pacific. He has 
written numerous books and articles in the areas of both trade theory and trade policy, and has worked on projects 
for multilateral institutions including the World Bank, the Asian Development Bank, and UNESCAP. He began his 
Abe Fellowship in 2014, and has been resident for the past year at the Graduate School of Economics at 
Hitotsubashi University. 
 
ジョン・ギルバート: 2001 年以来、ユタ州立大学経済・財政金融学部の教授を務めている。ニュージー
ランドのオークランド大学から経済学博士号を取得。国際貿易の理論と政策研究を専門分野としており、
労働市場の歪が貿易自由化に与える影響から、オフショアリングの論拠、さらには薬物貿易規制の施行
に至る広範な理論的課題に取り組んでいる。政策研究に当たっては、地域貿易自由化、中でもアジア太
平洋地域の貿易自由化がもたらす経済的結果を理解するための一助として、計算可能一般均衡モデル手
法を使用している。貿易理論、貿易政策の両分野で著作や論文を数多く発表しており、世界銀行や、ア
ジア開発銀行、国際連合アジア太平洋経済社会委員会を含む多国間機関のプロジェクトに従事している。
2014 年より、安倍フェローとして一橋大学経済学大学院訪問研究員として研鑽を重ねている。 


