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貿易政策に関する議論の中でも,特 に貿易自由化は,

食糧 ・資源安全保障や既得権益,さ らに国内外の政治

力学が複雑に絡み合い,感 覚的 ・感情的になりがちで

ある.

しかし,建 設的な政策論議の出発点として,「そもそも
一国全体でみると,自 由化にプラスの効果が期待でき

るのかJと いう疑間への答えを共有する必要がある.

そのためには,貿 易自由化の効果を,デ ータを基に備

験する作業が必要になる。

一段の貿易自由化に対して賛否両論があるのは,日 本

だけではない,実 は,米 国や欧州連合など講外国でも

意見は割れている.
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それにもかかわらず,多 くの園は貿易自由化を進める

方向で動いている。

特に興味深いのは,先 進国だけでなく発展途上国も,

近年,貿 易自由化に積極的になっている点だろう。

今回のtFx告では,貿 易政策の中でも自由貿易協定

(Free Trade Agreementi FTA)や世界貿易機関 (WoAd
Trade Organizationi WTO)を通じた財の貿易寵由化に

焦点を当て,特 に一園全体と世界全体への効果に注目
しながら,そ の実証研究の結果を紹介する。

以下では,ま ず理論的な帰結を解説し,貿 易障壁をど

う捉えるか説現した上で,実 証研究の結果を詳しく紹

介する。

実証研究の結果を紹介する前に,ま ず,貿 易自由化の

効果に関する理論的嬬結について確認する、

結論から述べると,理 論的には,貿 易自由化が経済厚

生 (社会全体の満足度)に 与える効果は,プ ラスにも

マイナスにもなりうる。

ここで 「経済厚生にプラスの効果がある」というのは,

消費の拡大を通じて (すなわちより多くの人に財が届

くことを通じて),一 人ひとりの効用 (個人の満足度)

が国全体でみて高まることを意味している.
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国際貿易FS_論の標準的な設定の下では,貿 易自由化は

自国の経済厚生産プラスの効果を与える.

そして,貿 易自由化は世界全体の経済厚生の向上にも
つながる。

これは,比 較優位たもとづく国際分業のメカニズムが

働くためである。

貿易自由化によって,各 国はそれぞれが得憲とする財
を作り,そ の財を自由に交換 (貿易)す る。

この結果,各 国は苦手な賭を作る必要がなくなるため,
貿易自由化の利益を得ることになる。

しかし貿易を自由化しても,こ のようなメカニズムが

うまく働かないことがある.

例えば,FTAの ように,貿 易自由化の相手国な限定す

る場合がそうである。簡難な例で考えてみる.

いま,A,β ,Cの 三つの国があり,A国 は露国とσ

国からある同品質の財yな 輸入できるとする。

β,G国 の生産するyの 価格 (単価)を それぞれ伊『,

タヌで表す.

選園憾yの 生産が得意であり,び 固よりも安く作る

ことができるとする。
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●このことは,

p『<pヌ
が成立することを意味している。

●左国は,β 国とび国からのyの 輸入に対し,同 率の

関税をかけているとする。

・関税率をt(x loO)%で表すとすると,

p『 (1■ t)<pヌ (11-む)

この場合,A園 は,選 国が生産したyを 輸入するこ

とになる。

●ここで,A圏 と0国 が FTAを 締結し,C国 からの輸

入に対する関税を撤廃したとする.

●すると,A国 がyを 輸入する際,σ 国からの輸入の

方が,β 国からの輸入より安 くなることがある。すな

わち,

(lpデ)<r,ヌ <揮'デ(1キーの(<按ヌ(ltサ ))

oこ の場合,A国 はyの 生産が得憲な露国ではなく,

あまり得憲でないσ国から輸入することになる (貿易

転換競案と呼ばれる).

むこれは,比 較優位にもとづく貿易パターンが崩れるこ

とを意味している.

1は じめに
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FTAに よって,A国 の輸入元は腺国からσ圏へと切
り替わる.

このため,C国 の経済厚生にはプラスの効果が及び,
掛国のそれにはマイナスの効果が及ぶ.

一方,A国 には,FEl税の撤廃によって,yの 価格が下
がり,消 費が拡大するというプラスの効果と,関 税Llk

入を失うというマイナスの効果がある。

比較優位にもとづく貿易パターンが崩れると,こ のマ

イナスの効果がプラスの効果を上回ることがある。

●どちらの効果が大きくなるかは,
て分析してみなければわからない

実際にデータを用い

一般に,政 策的に貿易を制限する措置は,貿 易障壁と

呼ばれる.

貿易自由化の効果を実証的に分析していくには,ま ず

この貿易障壁の高さがどの程度なのかを明らかにする

必要がある。

貿易障壁は大きく二種類に分けられる。ひとつは関税

障壁であり,輸 入に対する税 (関税)で ある。

この関税障壁は,基 本的には,関 税率を調べることで

把握できる。

ただし,あ る産業を関税によって保護する場合,そ の

産業のFEl税率を高く維持するという方法以外に,中 間

投入財の関税率を低く設定するという方法もある。
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・最終財で生み出される付加価値額は

最終財の生産額 一中間投入額

で表されるため,中 間投入額を低く押さえることがで
きれば,最 終財の付加価値額は大きくなる。

●この中間投入財への保護も考慮して関税障壁を測る揚
合,有 効保護率と呼ばれる指標が利用されている.

・有効保護率は次のように計算されるものである (詳細
は木村 ・小浜 (1995)などを参照)。

保護の下での付加価値額 一 自由貿易下の付加価値額

自由貿易下の付加価値額

もうひとつの貿易障壁は,関 税以外の障壁,す なわち

非関税障壁 (Non―ta充軒Bartters:NT8)で ある。

この NTBに は,輸 入数量割り当てや輸入禁止,技 術的

基準 ・認証など様々な規制が含まれる。この NTBを 捉
える方法は大きく三つに分けられる。

頻度比率 :ある産業に属する財のうち,ど れだけの財

に NTBが 課されているかを示した指標.

関械相当率 :輸入価格と国内価格の差 (内外価格差)

を計算し,そ の価格差を開税率に読み替えようとする

もの,

計量経済学的に推定する方法 :計量経済学的な手法に

よって推定した貿易額と実際の貿易額を比べ,両 者の

乖離を NT8と みなすというもの,

ヽ

１

ノ

ー
上

2)

Ｏ
じ
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この他に,貿 易自由化を行っているかどうかで,各 国
を二つのグループに分類するという方法もある.

例えば,FTAに 加盟しているか否かで園を二つのグ
ループに分類し,0と 上の二値を取る変数 (ダミー変
数と呼ばれる)に 対応させるという方法である :

Z坊轟
 【; '岳3を,:3骨や|]8:キ会|:告骨t暑とを!キ|1魯t、.

もしFTAや WTOに 貿易を拡大する効果があるなら,
二つのグループの貿易量に違いが出てくるはずである。

その違いの有無を計量経済学的に分析することで,
FTAや WTOの 効果を明らかにすることができる.

貿易自由化の効果として注目を浴びている疑間の一つ

が 「貿易自由化はそもそも貿易の拡大につながるのか還
というものである.

例えば,日 本とある新興国がFTAを 締結し,そ の後,
闘国の貿易が拡大していたとする。

しかし,こ の二国間の貿易は,単 に新製国が経済成長
したことに伴い拡大しているだけかもしれない.

つまり,貿 易自由化の効果をみるためには,貿 易自由

化の効果をそれ以外の要因から切り離す必要がある.
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このFTAや WTOが 貿易量に及ぼす効果については,
グラビティー ・モデル (gFaVtty ttodel)にもとづく手
法が主流である。

グラビティー ・モデルとは,経 済規模と距離によって
二国間の貿易量を説明しようとする経済モデルである。

乳J三
Attβ・とギ2

γ

【町
Ｄ

ここで,乳ゴはあ国とす国の貿易量
yptはそれぞれあ国とダ国のGDP;

間の距離を表す.

;九は定数。Lと
Dぁびはあ国とす国の

二園間の貿易量は,二 国の経済規模に比例し,距 離に

反比例することが知られている。

この二者の関係は,ニ ュートンが発見した,重 力は物

体の質量の2乗に比471jし,距 離に反比例するという
r重力の法買J(the taw Of gra胡ty)」と類似しているた

め,グ ラビティー ・モデルという名で呼ばれるように

なった。

このグラビティー ・モデルに,FTA(あ るいはWTO)

に加盟しているか否かを示すダミー変数を加えること

で,経 済規模などの要lklを考慮した上で貿易政策の効

果をとらえることができる.
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グラビティー ・モデルの面辺について対数を取り,誤
差cぁガを考慮すると,

1 ■乳す五βO + βl  l n 路十β2 1 1 ■y p ・十β3 1 n  D ぁブ十C ぁJ .

ここで,β。王1■え;β8正

このグラビティー ・モデルに,FTA(あ るいはWTO)
に加盟しているか否かを示すダミー変数を加えること
で,経 済規模などの要因を考慮した上で貿易政策の効
果をとらえることができる。

ln ttJ tt βO十βl lm比十β21m yJ.十β31撤Dうゴ十η乳ダ十CぁJ.

懲air and Bergstrand(20077 JIE:)

問題 :FTAが 貿易を拡大しているか?

データ :過去40年,96カ 国のデータ

方法 :グラビティー ・モデル

主要な結果 :経済規模,言 語の違い,各 国FBIの距離な

ど様々な要因を考慮した上でも,FTAが 貿易の拡大に

寅献していることが明らかになった.
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挿uk80,Okubo,and Stern(2003, NAJEF)

問題 :NAFTAに 貿易転換効果があったか?

データ :1992_96年,米 国の商品分類 (HS2格 レベル)
別輸入データ

方法 :筆者自身が開発したモデル

主要な結果 :NAFTA発 効前後で,輸 入元がアジアから
カナダとメ寺シヨに切り替わった (貿易嫉換効果が
あった)財 があったことがわかった.

ただし,こ の分析では,経 済厚生への影響がわからな
い点に注意 (貿易転換効果があったからと言って,米
国の経済厚生にマイナスの影響が及んだとは限ら
ない).

Rose(2004,AER)

・聞題 :WTOが 貿易を拡大しているか?

・データ :過去 50年,175カ 国のデータ

・方法 :グラビティー ・モデル

●主要な結果:GATT/WTOへの加盟が必ずしも貿易の
拡大につながらないことを現らかにした。

舎この結果は (標準的な貿易理論の婦結と異なるため),

大きな反響を呼んだが,後 に,Rose(2007)の 「GATT

加盟園」のグループ分けが適切でないことがTottz,

Goldstd機ン8nd RiveFS(2007)によって終摘された.

●

　

●

●

　

●
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Tornz,Goldstein,and Rivers(2007,AttR)

問題 :WTOが 貿易を拡大しているか?

データ :Rose(2007,AほR)と同じデータ

方法 :グラビティー ・モデル

FGATTに は 「加盟国Jだ けでなく 「非加盟参加国」
と呼ばれる国があり,こ れらの国々にも 「加盟田」と
同じ義務と権利が与えられていた」という点に注目.

主要な結果 :r非加盟参加国」を r加盟国」とみなして
グラビティー ・モデルを推定し直すと,Rose(2007)と
は異なる結果が得られることがわかった.

GATT/WTOへの加盟が貿易の拡大に貢献していたこ
とが確認された,

Subrarnanian and (2007,JIE:)

●問題 :WTOが 貿易を拡大しているか?

●データ :Rose(2007v AER)を更新したデータ.

・方法 :グラビティー ・モデル

GATT/WTO加盟園を自由化がどの程度進んでいるか
でより細かく分類して,グ ラビティー ・モデルを推定
し直した。

●主要な結果:分析の結果,GATT/WTOが 貿易に与え
る効果はプラスだが,同 じallttlalでも,自 由化の程度

が高いほどプラス効果も大きいことを明らか,こした.

●
　
　
●
　
　
●
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貿易自由化が経済厚生 (社会全体の満足度)や GDPに

与える効果を見る場合,応 用一般均衡モデル
(Computable Cenerat Equitibttutt h/1odeti CG重モデル)
と称される経済モデルが利用されている。

CG歴モデルとは,国 際貿易理論の一般均衡モデルに実
際のデータを乗せたシミュレーションモデルのことで
ある。

CG重モデルは,消 費者の効用最大化,生 産者の利潤最
大イヒ行動と整合的にできており,理 論的なメカニズム
が明確である.

また,一 般均衡と称されるように,国 家間 ・産業間の

相互依存関係を考慮することで,経 済厚生,及 び複数
の国 ・市揚への影響を同時に分析できるという利点が

ある。

このため,貿 霧議由化が当該産業の生産に与える影響
だけでなく,44bの産業の生産に与える影響や′―圏金

体の経済厚生に与える影響も分析することもできる。

このCG麗モデルの中でも有名なものに,Global Trade
Anatysis Prttect(GTAP)モデルと呼ばれているものが

ある。

GTAPモ デルは米国パデュー大学 (絆urdue unttersity)

で開発されたものであり,シ ミュレーション分析を行
うためのモデルとデータが販売されている。
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●GTAPモ デルの特徴 :

X経 済主体は,家 計,企 業,政 府部門から構成され
ている。

X家 計部F目:効用最大化を実現するように各財を需
要する。

メ企業部門 :規模に関して収穫一定の技術を持ち,
完全競争の下で利潤最大化を行うように,財 の供
給と生産要素の需要を行う。

X政 府部門 :家計に準じており,主 体的な行動は行
わない。

X均 鶴条件 :世界全体の財の需要と供給が一致する
ように,価 格が調整されることである。

CGEモ デルを用いた分析の多くでは,関 税や NTBの

高さは内外価格差を関税率に換算する関税相当率で測
られている.

CGEモ デルによる貿易自由化の分析では,こ の障壁

(内外価格差)が なくなることを意味している。

開税やNTBな 撤廃する前後で均衡がどう変化するかを
コンピューターシミュレーションで分析する :

Step l.経済理論と現実のデータから初期の均衡を求
める.

Step 2.貿易自由化 (外生的なショック)

Ste絆3区自由化の下で,世 界全体の財の需要と供給が一

致するように,新 たな均衡を求める中
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●GTApデ _夕 の特徴 :

X国 ・地域分類 :113カ国 ・地域 (Tabte 2.2)

X産 業分類 :57部 門 (Table 2.3)

X関 税 ・非関税障壁 :内外価格差 (Tabte 2.7)
「例えば米の輸入関税がゼロであり,輸 入が禁止

され,国 内米の価格が世界価格の2倍であれば,
関税率を100°/0として評価する。」チ|1崎(1999)
「ただし,サ ービス部門における保護と補助はと
りわけ定量化が難しく,丸 ごと無視されている.」

川崎 (1999)

このGTApモ デルとデータの詳細については,
http://www.gtap.agecon,purdueredじやナ|1崎(1999)
を参照.

CGEモ デルには,GTAPモ デルのように完全競争を想

定したものだけでなく,不 完全競争や規模の経済性を

取り入れたものもあり,そ の定式化には様々なバリ
ユーションがある (詳しくは,武 田 (2007)を 参照).

CGEモ デルは,そ の定式化や前提条件により,効 果の

大きさに違いが出てくる。

この効果の大小を議論するには,定 式化や前提条件を

精査する必要がある (詳細は,例 えば武題 (2007)を

参照)。

以下では,効 果の大小には立ち入らず,多 くの研究で

確認されている主要な傾向を重点だけ紹介する.
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１
ェ

2)

FTAに 加盟すると,加 盟園の経済厚生やG8Pに はプラ
スの効果がある。

理論的には,FTAが 加盟国に与える効果には,プ ラス
とマイナスの両方のケースが考えられるが,実 証研究
の結果は加盟国にプラスの効果があることを支持して
いることになる.

FTAへ の加盟国が多くなればなるほど,こ の加盟国ヘ

のプラスの効果が大きくなる。

3)一 方,非 加盟国にはマイナスの影響が及ぶ.

●この非加盟国へのマイナスの効果は,
加盟国から加盟国へと切り替わること

貿易相手国が非

(貿易転換効果)

〓
ェ FTAに 加盟すると,加 盟国の経済厚生やGDPに はプラ

スの効果がある.

FTAへ の加盟国が多くなればなるほど,こ の加盟国へ

のプラスの効果が大きくなる。

一方,非 加盟国にはマイナスの影響が及ぶ.

これらの二つの結果より,自 国及び世界全体で最も大
きなプラスの効果が期待されるのは,世 界全体での
FTAと いうことになる。

2)

り
　
↓
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●この結果は,二 国間FTAや 地域的FTAに 加盟すること
に意義はあるが,最 終的には,WTOが 目鵜している
ような世界規模での貿易自由化につなげて行く必要が
あることを意味している。

●この結果は,国 内外の多くの研究でほぼ共通して確認
されている。

●日本だけでなく世界的にも貿易自由化に賛否闘論があ
る中で,各 国が貿易自由化を進める理由の一つは,こ
うした実証研究の結果一

自由化の枠組みに入ることのプラスの効果と粋組みか
ら外れた際のマイナスの効果

―が広く認識されているからだろう。

なお,一 国全体で見た揚合にプラスの効果があると
いっても,す べての産業が等しくl13益を得るわけでは
ない点には注意が必要である.

このプラスの効果の背後には,比 較劣位の産業から比
較優位の産業へと資源のシフトがある。

限られた資源の下で,比 較優位産業の生産を拡大する
には,比 較劣位産業の生産を縮小せざるを得ない.

この産業間の資源のシフトが機能しなければ,比 較優
位産業が生産を拡大できなくなり,自 由化のメリット
を十分に事受できない恐れがある。

また,CGEモ デルは政策形成のための重要な情報を提
供しているといえるが,課 題も存在する,こ こでは主

要な二点を指摘しておく。
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1)

●

2)

●

直接投資については考慮できていない点.

FTAに 加盟しないことの懸念のひとつに,生 産拠点の
海外への移犠が加速することが指摘されているが,こ
れまでの研究の多くはこのような直接投資のメカニズ
ムを考慮できていない。

これは,直 接投資のデータが十分に整備されていない
ことに起因している (どの国のどの産業からどの国の
どの産業に直接投資が行われているのかをとらえた統
計は日米などの幾つかの国にしか存在せず,し かも産
業分類はそれほど細かくない).

このような理由から,貿 易自由化の枠組みから外れる
ことのマイナスの効果は過小評価されている可能性が
ある。

分析に利用する産業分類が大きくならぎるをえない点.

多くの国,産 業を分析の対象とする場合,デ ータはあ
る程度集計されたものにならざるを得ない。

このため,産 業内の企業の異質牲 (有rm heterOgeneたy)
は考慮することができない。

ここで 「企業の異質性」とは同じ産業の中でも生産性
が異なるために,輸 出を行う企業とそうでない企業が

混在していることを意味している。

つまり,比 較劣位産業であっても生産を拡大する生産
藩があり,ま た比較優位産業であっても生産な縮小す
る生産番がありうるが,こ れまでの研究は,産 業内の

企業の異質性までは捉えることができていない。

これらの点で,実 証研究も改善の余地を残している。
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ヽ

１

ノ

可
ェ

貿易自由化の本質は,比 較優位に従い,得 憲な財を得
慧な国に作ってもらうという国際分業のメカニズムを
機能させることにある。

国際分業→ 世界全体の財の供給量拡大→ 財の価格が
低下→ 所得の低い人たちへと財館 く

こうしたメカニズムを通じて,自 国の経済厚生だけで
なく,世 界全体の経済厚生も上昇する。

ただし,FTAの ように相手園をlSR定した貿易自由化の
場合,こ うしたメカニズムが働かなくなることがある
ことが知られている.

このため,実 際にどんな効果が期待されるのかの判断
は,デ ータを用いた実証研究の結果に委ねられること
になる,

これまでの実証研究は,自 由化の枠組みに入った国に

はプラスの効果が及ぶことを確認している。

また,自 由化の枠組みに入る国が多くなればなるほど,
この枠組みに入った目へのプラスの効果は大きくなる。
一方,自 曲f協の枠組みから外れた国には,マ イナスの

効果が及ぶ.

自園と世界全体で最も大きなプラスの効果が期待され

るのは,世 界全体の FTAと いうことになる。

つまり,二 国間 FTAや 地域的 FTAに 加盟する薫義はあ

るが,最 終的にはWTOが 目指すような世界規模での

貿易自由化につなげる必要がある。

貿易政策を議論する上では,ま ずこれらの点を認識し

ておくことが重要である.

ヽ

１

ノ

２

3)
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