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THE BIG BENEFITS OF JAPAN’S JOINING THE TPP NEGOTIATIONS
By Peter A. Petri and Michael G. Plummer1
Prime Minister Shinzo Abe’s announcement on March 15 that Japan will seek membership in the
Trans-Pacific Partnership (TPP)—after three years of agonizing politics—is the right decision
for Japan and, in the long run, for the world trading system. It sets the stage for a huge, 12member trade agreement—including Japan and the United States, six countries in the western
Pacific and four more in the Americas—covering 38 percent of world GDP.
The Japanese government estimates that the TPP could raise Japanese incomes by ¥3 trillion, or
0.66 percent of GDP. As part of the “third arrow” of Prime Minister Abe’s revitalization
strategy, the TPP should enhance Japanese competitiveness and build confidence among
investors and consumers. It would not require much government spending and could help to
cement Japan’s political ties with North America and Southeast Asia.
How large are Japan’s likely gains?
The government’s estimates are reasonably optimistic, but don’t go far enough. Over the past
two years, our team has developed a comprehensive economic model to evaluate the impact of
the TPP agreement for all key countries, and we expect Japan’s benefits to be three times as
large—around ¥10 trillion or 2 percent of GDP. (The details of our study and publications are
available on asiapacifictrade.org.)
What would explain such gains? Consider, for example, that in 2010 foreign direct investment
stocks in Japan amounted to 6 percent of GDP, compared to 17 percent in the United States, 72
percent in Europe, and 22 percent in China. If the TPP becomes a high quality accord, we
estimate that it would enable Japan to attract 40 percent more foreign investment than otherwise.
We also estimate that it would increase exports by 11 percent, with an emphasis on sophisticated
manufactured products and services. By generating more competition, the TPP would increase
Japanese productivity, especially in its huge service sector. And, as explained below, greater
competition would open new opportunities also in agriculture, in both domestic and foreign
markets.
The reasons for the large difference between our estimates and the Japanese government’s are
technical but important. The government counts only benefits associated with tariff reductions.
But most tariffs are now low in Japan and other TPP economies, and the main goal of the TPP is
to remove other barriers, by introducing more transparent and consistent approaches to drafting
regulations, and by removing unnecessary rules, restrictions on government procurement, and
special privileges offered to state-owned enterprises. The details remain to be negotiated, but
markets in all TPP countries, including Japan, would become more competitive and more closely
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connected. The government’s estimates also exclude potential gains from increased foreign
investment.
The government also uses a traditional economic to calculate benefits, one that has produced
significant underestimates in the past. For example, in the case of the North American Free
Trade Agreement (NAFTA) among the United States, Canada and Mexico, actual increases
turned out to be five times as large as those estimated with similar models. We use a newer
model that accounts for new trade being generated.
Perhaps understandably, the government has been unusually conservative in its estimates—
counting only the clearest, simplest gains. Of course, we cannot be sure of our estimates either—
we would not be surprised to see results 1/3 higher or lower than our estimates—but the official
figures almost certainly understate Japan’s potential gains.
The new dynamics of world trade rules
Japan’s membership will have positive global effects too. The expansion of the TPP highlights a
remarkable competitive process: the agreement started with only four small countries (Brunei,
Chile, New Zealand and Singapore) but has since grown to eight, nine, eleven and now
apparently 12 countries. And this process is not over yet: with Japan in, Korea may join, and so
might the Philippines, Thailand and Indonesia (several have already expressed interest). Japan
and other countries, in turn, can make sure that the negotiations are not dominated by the United
States.
Moreover, the expansion of the TPP may have stimulated the launch of the Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations among 16 Asian countries last
November, and the new negotiations between the United States and the European Union that
were announced a month ago.
Suddenly, the world has three mega-negotiations underway, representing 77 percent of world
GDP. This is a brand new game in trade policy. After two decades and hundreds of small,
bilateral accords, the consolidation of small trade agreements has finally begun.
Had Japan decided to stay out of these mega-negotiations, it would have been left out of global
rule-making. In the global trade system, standing still is equivalent to falling behind—Japan
could have suffered serious trade and investment diversion had it decided not to participate in
negotiations with TPP and the European Union.
Fear of the TPP
Yet within Japan, the fear of the TPP is still widespread and often exaggerated. Of course, it is
natural to worry about change, but the opposition from the agricultural lobbies is especially
strong. It’s not easy to understand their influence—agriculture is now just 1 percent of the
Japanese economy, and the country’s economic future depends on Toyota, Hitachi, Uniqlo and
other global powerhouses, and on countless small, highly innovative companies.

Studies by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) as well as our
results show many opportunities for agriculture, in high-value fruits and vegetables, flowers,
organic products, tourism, and so on. We also anticipate that Japan will be able to keep some of
its most sensitive barriers and, in the end, project only mild, gradual declines for the agriculture
sector as a whole. The large benefits elsewhere in the economy would allow generous
compensation for people who might be harmed in this transition.
There is also much worry that the TPP would privatize the health care system along the lines of
the U.S. model. This is unfounded, as U.S. negotiators have often said. The TPP may require
more transparency in choosing drugs that are reimbursed, and more competition in insurance
markets. But it will not require changing Japan’s national health care system. In fact, some
suggest that the opposition to the TPP is not about the TPP at all, but about the emerging debate
within Japan about possible policy changes that would allow more choice in the system.
One point, though, gets less attention than it should. While Japan would gain substantially from
the TPP, it would also benefit from closer ties with other Asian partners. In our estimates, a
“two-track” strategy would generate the best outcomes by far—nearly the sum of gains from the
TPP and RCEP agreements, increasing GDP by around 4 percent.
So the TPP should be part of a broad strategy that also supports RCEP and trade negotiations
with China, Korea and Europe. Ideally, Japan will promote similar, high quality rules in all
negotiations, helping to build a consistent, rules-based trading system. The United States, too,
should aim for such a broad policy, including increased cooperation with China alongside its
trade negotiations with other partners.
In a better world, the trade rules of the 21st century would be written in global negotiations. But
in the real world, the global route has proved impassable, and the new mega-negotiations provide
a powerful, alternative opportunity to make progress.
It’s spring in Japan: the plum and cherry blossoms are out, and Japanese economic news is better
than it has been for a long time. At home, Prime Minister Shinzo Abe’s polices have wide
support. Leadership, willingness to compromise, and generosity toward those few who will be
adversely affected can make this agenda work, and help to revitalize the Japanese economy.

