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中日間における林産物貿易構造の決定要因
一一産業内貿易指数の変動に基づく分析一一

ロシャングリ・ウフル*

China-Japan forest products trade and its influencing factors: 

-A  structural analysis based on the intra-industry trade indexー

Roxangul Wufur (Graduate School of Agriculture Kyoto University) 

China is one of the main consumers of forest products， 
its trade with developed coun仕ieshaving expanded after it 
joined the WTO and abolished tari妊s.The structure of 
China's trade imports and exports for forest products has 
also changed greatly with rapid economic growth. This 
study focused on China's forest products trade with ]apan 
and the aspects such as what sort of mechanism and 
pattern of trade progresses in making an analysis related to 

international trade. Analyzing these trade patterns using 
the intemational input-output table between China and]apan， 
this study results show that for forest products the inter 
industry and intra-industry trade are making progress. 1 
use a gravity model and a general regression model to ana-
lyz巴andidentify the factors that contribute to trade expan-
sion and influence the s位uctureof the forest products. 

1 はじめに

近年，経済のグローパル化が世界の経済や林産物

を含む世界貿易に大きな影響を与え，同時に，世界

各国聞の貿易構造にも新しい変化が見られてきた.

伝統的貿易理論に基づく生産要素の賦存比率の違い

によって発生する一方向的な貿易(産業間貿易)よ

りも，世界各国における貿易パターンの新しい潮流

として，同一産業に分類される財の双方向の貿易，

つまり産業内貿易の進展が著しくなり，注目を浴びて

いる.そして，各国間の産業内貿易に関する研究が

Christodoulou (1992)， Hirschberg (1994)， Fontagne 

(1997) ， Durkin and Krygier (2000)，金田 (2009)な

どにより多く行われてきた.しかし，これらの研究

の多くは産業経済全体や食品をめぐる研究であり ，

林産物の産業内貿易に関する研究は極めて少ない.

現在，国際貿易の中で，林産物貿易の位置は益々

高まり，その貿易は拡大し，貿易構造が変化してい

-京都大学股学研究科

る.特に，木材消費大国である中国では，近年貿易

自由化により， 林産物貿易の規模は益々拡大しつつあ

る.WTOへの加盟や各種の林産物の関税の撤廃など

により， 日本をはじめとする先進国との林産物貿易

が活発化し，また，最近の高度経済成長によりその

貿易構造に変化が見られる.しかし，中国の林産物

の貿易構造やその決定要因に関する実証分析はいま

だに未熟な段階にある.

そこで，本稿では，中国とその主な林産物貿易相

手国の一つである日本との林産物貿易に焦点をあ

て，まず，前半では中日間の林産物貿易構造の変化

を分析し，次に，後半ではその規定要因を二つの側

面から分析する.その一つの側面は，産業内貿易指

数との関連における分業形態の類型化による貿易展

開の側面であり ，分析にはグラピティ ・モデルを援

用する こっ目の側面は，前半で注目した産業内貿

易指数の変動の規定要因の側面であり，分析には通

常の重回帰分析を適用する.
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2. 中日間の林産物貿易構造

(1 )中国の林産物貿易動向と日本の地位

林産物とは，林野から生産または採集される産物

であるが，ここで対象とする林産物は，中国の主な

林産物である丸太，製材，木質ノミネル(合板，単板，

ノfーティクルボード，ファイパーボード)，家具，

パルプ・紙である.

近年，中国の WTO加盟や経済成長は，外国にとっ

て新しい投資機会，経営拡大の契機となり， 日本を

はじめとする多くの国々と貿易が活発化している.

その貿易の中で，林産物の貿易にも大きな変化が見

られる.

表 lは中国の主な林産物の輸出入動向を示したも

のである.

表 lを見ると，原木(丸太)の輸入は 1995年以降

増加傾向にあり， 2008年時点の輸入額は 1995年の輸

入額の 11倍以上にまで拡大した.一方，その輸出は

年々減少し続けた. 1998年に実施された天然林保

護政策がこの原因である.パルプ・紙の場合， 2005 

年まで輸入は増加し続けてきたが， 2008年には若干

減少した.その一方で，輸出も穏やかに増加してき

たが，輸入は輸出を大きく上回っていた. これは，

森林保護政策による国内の原材料供給不足に加え，

パルプ・紙の生産技術が低いことによる.製材を見

ると，輸出入ともに増加傾向にあり， 2000年以降は，

輸入が輸出を大きく超過した.木質ノfネルについて

見ると， 2000年までは輸入が輸出を大きく超えた

が，その後逆転し，輸出が輸入を大幅に超えた.家

具の場合，輸出は 1995年から急激に増加し， 2008 

年では 1985年に比べると 14倍も増加した.その一

方で輸入も 2000年以降増加してきたが，輸出に比

べると極めて少ない.

以上の輸出入状況により，中国の林産物貿易は，原

材料を輸入し，製品を輸出するという構造的な特徴を

持っており，そのことから，中国国内で原木や製材品

を原料として加工を行う産業が育ってきていることが

分かる. このように林産物貿易が活発化している中，

日本は中国の主な林産物輸出相手国として主要な地位

を占めており，重要な役割を果たしている.

表 2は近年における中国の主な林産物輸出相手国

を示したものである

中国の林産物貿易に占める日本の比重は 2000年

では 27.5%で，第 1位の輸出相手国であった. しか

し 2002年以降その比重には減少が見られるが，米

国に次ぐ第 2の輸出相手国との地位を保っている.

つまり， 日本は中国の林産物貿易に欠かせない存在

であると言えよう

表 2. 中国の主要な林産物輸出相手国

年 2000 2002 2005 2008 

日本 米国 米国 米国
l位 l

(27.5%) (27.7%) (31.0%) (27.0%) 

米国 日本 田本 日本
2位|

(23.5%) (23.2%) (15.9%) (11.0%) 

l 香港 香港 香港 英国
3位|

|(12.4%) (12.7%) (9.70%) (4.80%) 

出所:i中国林業発展報告」各年，中国国家林業局

表1.中国の主な林産物の輸出入動向

1985 1990 1995 2000 2005 2008 

原木 輸出 51 40 10 3 0.7 0.3 

万m3 輸入 982 419 258 1361 2937 2957 

製材 輸出 17 31 41 42 68 72 

万m3 輸入 15 25 86 361 605 718 

木質パネノレ 輸出 57 92 137 120 757 1110 

万m3 輸入 80 318 608 663 482 293 

パルプ・紙 輸出 43 145 248 373 387 452 

万トン 輸入 211 356 676 1286 1550 1505 

家具 輸出 1736 2867 3403 9134 21160 24263 

万件 輸入 58 65 71 63 86 315 

出所・「中国林業発展報告」各年，中国林業局.

( 12 ) 
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(2)中日間の林産物構造の分析 次に輸出面では家具の輸出比率は比較的大き

中日林産物貿易の総体的状況は表3から把握できる. く， 1997年から増加傾向にあり ，2008年には輸出

中日林産物輸出入額は 1997年の 10，3億ドノレから 額は 6.1億ドノレに達している.家具は労働集約的な

2008年には 20.9億ドルまで倍以上も増加し，輸出 財であり，大規模な人口を抱えている中国の家具製

入構成比を見ると，輸出の割合は輸入のそれを倍以 品は低価格で，国際貿易市場の中でも高い競争力を

上も上回っている.このように中日林産物貿易は急 持ってきた 家具の輸出が増加傾向にあるのは，中

拡大をあげており，平均年率 9.4% (輸出 23.9%， 国の安価な家具製品に対して国際需要が増加してい

輸入 1.7%) という高い伸び率となっている.この るからであると考えられる.日本は中国の主な家具

結果，中日両国ともに相手国の貿易，経済にとって極 輸出相手国の一つでもあり，中国の家具貿易の中で

めて重要な地位を占めるており，中日の貿易依存関 重要な位置を占めている.また，木質ノ4ネノレの輸出

係は深まっていると言える も2004年以降はより大きい増加傾向を見せている.

林産物の中国対日本品目別貿易を見ると(図 1， これは，中国の木材工業は近年急速に発展し， 日本

輸入額を折線，輸出額を棒グラフで示している)， の市場を支える大きな原動力になっているからであ

まず，輸入面では木質パネル，製材，家具などの輸 る.現在日本農林規格 (JAS)の認定を受けた工場

入は極めて少ないが，パルプ ・紙の輸入が大きく，

1990年に比べると 1997年にその急激な増加が見ら 表 3 中日林産物貿易の推移

れる.これは特に， 1992年以降の市場経済の導入 単位 .億ドノレ

による中国経済の急成長を背景に，紙 ・板紙への需

要が増加したからである.また逆に， 1999年から

2002年までは減少が見られるが，これは， この期

間において，紙・板紙などの国内生産が増加し，自

給率が高まったからである. 日本製紙連合会の中国

における現地調査報告によると 1) この期間におけ

る紙 ・板紙の生産量の平均年増加率が 4.3%であっ

たのに対して，その消費量の平均年増加率が 3.0%

で，生産の平均年増加率が消費のそれを上回ってい

る また， 2002年以降に，パルプ ・紙の輸入が再

び増加したのは，近年における人々の生活水準の高

まりにより，文具用紙など高品質紙 ・板紙の需要が

高まっているからである.さらに，パノレプ ・紙の輸

入について別の側面から考察すると，中国では，製

紙には伝統的に稲わらなどの非木材原料が多く使用

されてきたため，木材パルプの占める比率は低い

また，中国の森林資源、が稀少であることや生産技術

が低いことなどにより，木材パノレプ消費に占める輸

入パルプの比率は高く，木材繊維原料の輸入依存度

は高い その一方，日本の紙 ・パルプ産業は，今日

に至るまで，パルプ・製紙一貫型工場の建設，高速・

大型抄紙機の導入，省エネノレギー技術の向上，古紙

利用技術の向上などを通じて，世界的に見ても高品

質の紙 ・板紙を製造し，流通させる高度な産業基盤

を確立している.これらの理由により ，日本からの

木材パルプ輸入依存度が高いと考えられる

( 13 ) 

対日本貿易 構成比 (%) 対中国貿易
年

輸出額輸入額総額 輸出輸入 輸出額輸入額

1997 3.5 6.8 10.3 22.5 12.l 6.7 6.3 

2000 4.7 6.7 11.4 12.1 4.4 5.4 6.5 

2001 5.1 5.2 10.4 13.8 3.6 5.0 7.l 

2002 5.4 3.4 8.8 13.1 2.2 2.5 7.5 

2003 7.2 6.4 13.5 16.1 3.7 5.1 8.4 

2004 9.5 7.4 16.8 18.2 3.8 5.9 10.9 

2005 10.7 6.6 17.4 20.6 3.4 5.3 12.1 

2006 10.8 7.5 18.2 17.4 3.7 5.9 12.7 

2007 11.l 8.0 19.2 10.3 3.2 6.2 12目2

2008 12.7 8.1 20.9 13.1 2.8 6.4 12.4 

注 構成比は中国の林産物輸出 ・輸入総額に占める日本
の輸出 ・輸入額の割合

出所 FAOSTAT， UN COMTRADE， I中国海関統計年緩J
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図 1. 中国の日本に対する林産物輸出入額の推移
出所 :FAO STAT， UN COMTRADE， I中国海関統計年鑑」
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表 4. 中日林産物貿易の品目別構図

単位 % 

年 中国の輸出品目
中国の林産物総輸出に占 中国の林産物総生産に占

日本の輸出品目
中国の林産物総輸入に占め

める日本向け輸出の割合 める日本向け輸出の割合 る日本からの輸入の割合

製材 11.3 

木質パネル 3.4 
1997 

パルプ・紙 1.1 

家具 5 

製材 3.7 

木質パネル 3.8 
2005 

パルプ・紙 4.6 

家具 8.6 

製材 2.1 

木質パネノレ 2.9 
2008 

パルプ・紙 1.8 

家具 6.3 

出所:FAO STAT， UN COMTRADE， I中国海関統計年鑑J

は中国圏内に 34あり， これらの工場で生産される

木質パネルの生産量は全国の 50%以上を占めてお

り，日本向けの輸出を中心としているからでもある

製材，パルプ・紙に関しても変動がより大きいが，

2003年以降はある程度増加傾向が見られる.

このように， 日本は中国の家具，木質パネノレ，製

材などの輸出市場となると同時に，中国のパルプ・

紙の供給地でもある.表4から見れば， 2008年では，

中国の生産した家具の 2.3%，木質パネルの1.0%，

製材の 0.8%が日本に輸出され，中国の林産物総輸

出に占める日本向け輸出の割合は，家具が 6.3%，

木質ノfネルが 2.9%，製材が 2.1%であった.中国の

輸入に占める日本からのパルプ・紙の輸入割合は

2.7%であった.

3. 貿易の国際分業形態

中日間の林産物の貿易が拡大している近年におい

て，その量的側面だけを分析することは不十分であ

り，それがどのようなメカニズムによって行われて

いるかという質的側面からの分析も不可欠である.

そこで，本節では，以上で見てきた中国と日本の林

産物貿易がどのようなメカニズムによって進んでき

たかをその分業形態を類型化することによって明ら

かにする.

(1 )分析方法

これまでの多くの実証分析では，国際貿易の分類

1.8 製材 0.04 

0.5 木質パネル 0.09 

0.2 パルプ・紙 11.8 

0.8 

0.1 製材 0.03 

1.1 木質パネノレ 0.1 

1.3 パルプ・紙 3.3 

2.6 

0.8 製材 0.02 

1.0 木質パネル 0.07 

0.7 パルプ・紙 2.7 

2.3 

( 14 ) 

には，産業内貿易と産業間貿易との分類を軸とした

類型化が一般的に用いられ，それを計測するための

指標として，グルーペル=ロイド (GL)指数が用

いられてきた. しかし，木南荊荷・木南章 (1998)， 

木南章・木南荊荊 (2002)，木南 (2009) では，従

来の GL指数のみを用いた貿易の類型化は，あまり

にも簡単すぎ，国際貿易のメカニズムの分析に限界

がある，つまり，産業内貿易と産業間貿易といった

形態の判別は可能であるものの，垂直分業と水平分

業といった国際分業の特質を明らかにすることは困

難であると指摘されている.そして，産業内貿易指

数 (IIT) に中間財貿易率(1M)と中間財の産業内

貿易指数 (IIM) を加え， 3つの指数の高低の組み

合わせによって，国際貿易を 5つの類型に分類する

ことを提案している.

以下では，木南 (2009) に倣い，その分類方法を

用いて 1990，1995， 2000， 2007年の 4時点におけ

る中日聞の林産物の産業内貿易指数を計算すること

によって，その分業形態を類型化し，貿易パターン

を分析する.具体的には，アジア経済研究所発行の

1990年における「日本・中国国際産業連関表」の

89部門分類表と 1995年と 2000年における 24部門

分類の「アジア国際産業連関表」から中日部分を取

り出して作成した中日国際産業連関表，経済産業省

が作成した 12007年日中国際産業連関表J77部門

分類表を使って，林産物を木質パネル・家具・製材
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とパルプ・紙の 2部門に分類し，部門別に分析する.

木質パネル・家具・製材部門としては， 1990年表

において IFores仕yJ IWood processing and PlywoodJ 

IFurni加reand Wooden ProductsJ， 1995， 2000年表に

おいて IForestryJ ITimber and wooden ProductsJ， 

2007年表においては，1林業JI製材・木製品JI家具・

装備品Jを木質パネル・家具・製材部門とし， 1990， 

1995， 2000年表において IPulpand Pap町PrintingJ，

2007年表において「紙・紙製品・印刷」をパルプ・

紙部門とした.ここで，中日国際産業連関表を用い

るメリットとしては，中間財と最終財の貿易を別々

に見ることができ，貿易パターンを最も詳しく分析

することができることである.

(2)産業内貿易指数と分業形態

貿易は産業内貿易と産業間貿易に分類される.産

業内貿易は，同ーの産業に分類される財が各国間で

同時に輸出入される取引状態であり，先進国の完成

品と発展途上国の原材料品の交換という形で行われ

る生産工程の分担による垂直的産業内貿易と，同一

分類の財のうちで品質的に差別化された製品を互い

に輸出しあう水平的産業内貿易に分けることができ

る.産業間貿易は，ある産業に分類される財が輸出

され，これと異なる産業に分類される財が輸入され

る取引状態である.産業内貿易の程度を表す指標と

して，一般に広く用いられているものは， グルーベ

ル・ロイド指数である.これは以下の算式によって

計算される.

III;jk ={1ー(X.りhーら)/ぽJら )}xl00

ここで，らはi国の1国h産業からの輸入額，ら

はj国の t国h産業からの輸入額である Xijk+)与は

2国聞の h産業品の総貿易額である i園のj国h

産業からの輸入額とj国のi国h産業からの輸入額の

差の絶対値の総貿易に占める割合が低いほど， llT 

指数が 100に近づき，産業内貿易が活発に行われて

いることを意味し，それが大きいほど llT指数がO

に近づき，産業間貿易であることを意味する

次に，中間財貿易に関する指標としては，木南

(2009) で提案されている中間財貿易率と中間財の

産業内貿易指数がある.中間財貿易率は式 (2)，中

間財の産業内貿易指数は式(3)によって計算される.

(2) IMijk=何ijR+Xろik)/()(ijk+ら)xl00

)
 

1
 

/
t

、、

IIMijk={lー ()(Iijk -~ik)/()(Iijk +判明}xl00 (3) 

ただし，XI世はj国のh産業から i国h産業に投

入される中間財の輸入額，~伎は 1 国の h 産業から

j国h産業への中間財の輸入額であり ，XIijk +X可決は

k産業の中間財の総貿易である. この三つの指数の

高低の組み合わせによって国際貿易をさらに詳しく

分類できる.

まず，産業内貿易指数 (llT)が高い貿易を「産

業内貿易」とし，それが低い貿易を「産業間貿易」

とする.次に， I産業内貿易」について，中間財貿

易率(1M)が高い場合， 2国間で中間財の貿易が多

く行われていることを意味するので，貿易を「中間

財貿易」とする.その中で，さらに，中間財の産業

内貿易指数が高い場合，中間財に関しては差別化さ

れた中間財の相互の貿易が行われていると考えられ

るので，その貿易を「中間財の差別化 (a)Jとし，

それが低い場合，中間財の一方的な貿易が行われて

いる，つまり，中間財を輸入し，それに加工を加え

た最終製品を輸出していると考えられるので，貿易

を「工程間分業 (b)Jとする.中間財貿易率が低い

場合，中間財の貿易よりも差別化された最終財の貿

易の方が活発に行われていると考えられるので，そ

の貿易を「最終製品の差別化 (c)Jと分類する.最

後に，産業間貿易に関しては，中間財貿易率が高い

ことは，ある産業に分類される中間財の一方的な貿

易が行われ，それが低いことは，最終財の一方的な

貿易が行われていることを意味するので，前者を「単

方向の中間財貿易 (d)J，後者を「単方向の最終財

貿易 (e)Jと分類する.

(3)分析結果

表 5は 1990，1995， 2000， 2007年の 4時点にお

ける中日間の林産物の 2部門別産業内貿易指数

(llT)，中間財貿易率(凹)，中間財産業内貿易指

数 (IIM) の3つの指標の組み合わせによって貿易

を類型化したものである.

表 5において，部門別貿易分類を見ると，産業内

貿易と産業間貿易が観察される.木質ノミネノレ・家具・

製材に関しては， 1990年では貿易は「工程間分業

(b) Jの特徴を有した産業内貿易であったが， 1995 

年には「単方向の中間財貿易 (d)J，その後，さら

に「単方向の最終財貿易 (e)Jの特徴を有した産業

間貿易へ転換している.その主な理由は，中国の木

( 15 ) 
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表 5. 中日聞における林産物の部門別貿易分類

木質パネノレ・家具・製材 パルプ・紙

1990 1995 2000 2007 1990 1995 2000 2007 

IIT 13.7 4.2 2.6 9.5 29.4 47.5 61.6 96.5 

IM 61.7 65.5 56.9 57.4 96.6 96.1 97.8 93.6 

IIM 7.1 4.1 2.0 14.9 23.4 54.5 41.3 37.2 

貿易分類 b d e E d d a b 

注:各指数の高低に関しては，木質パネル・家具・製材では， IITとIIMは11.0，1Mは60.0を基準とした パルプ・紙
では， IIT， 1Mは50.0，IIMは40.0を基準とした

出所.アジア研究所が発行した「日本・中国国際産業連関表J1990年， 1アジア国際産業連関表J1995， 2000年，経済産
業省が発表した 12007年日中国際産業連関表」より作成.

材加工産業や家具産業は近年の経済成長による工業

化技術の発展に伴い，先進的な技術設備を用いた機

械化生産へと移行し，合板，家具などの製品の輸出

が大きく増加したからである.図 lからも分かるよ

うに， 1997年から製材，木質ノミネル，家具などの

輸出が伸びており，輸出が輸入を大きく上回ってい

るからである.

パルプ・紙に関しては， 1995年までは，産業内

貿易指数は低いが，中間財貿易率が高く，貿易は，1単

方向の中間財貿易 (d)Jの特徴を有した産業間貿易

であったことが分かる.しかし，その後，産業内貿

易指数 (IIT) に増加が見られるが，中間財の産業

内貿易指数が減少し，貿易は， 2000年には「中間財

の差別化 (a)Jの産業内貿易， 2007年にはさらに「工

程間分業 (b)Jの特徴を有した産業内貿易へ転換し

ている.この状況から，その貿易関係は垂直的産業

内貿易，いわゆるフラグメンテーションによって特

徴づけられることが分かる.その主な理由は，近年，

中国の製紙パルプ消費量は紙・板紙の消費量の増加

とともに増大し，原料の製紙パルプに対する需要は

ますます高まっている.中国の木材資源は相対的に

乏しく，国産木材ノfルプは圏内需要に追いつかず，

古紙，パルプのような原材料の輸入が大きく増加し

ている.一方，外資資本の導入に伴う技術上昇によ

り，輸入原材料に加工を加えた紙製品の輸出も増加

しているからである.

4. 貿易構造変化の決定要因分析

前節では，中日聞の林産物の分業形態を類型化す

ることによって，その貿易構造の変化を把握した.

本節では，その構造変化がどのような要因によって

( 16 ) 

規定されているかを実証的に分析する.分析は二つ

の側面からなる.

一つ目は，グラピティ・モデ、ルを援用し， 2国聞

の林産物貿易総額の展開の決定要因を解明する.二

つ目は，前半で計測した産業内貿易指数の変動の規

定要因を通常の重回帰分析を適用し明らかにする.

(1 )中日間林産物貿易総額の展開の決定要因モデル

の定式化

以下，中日間林産物貿易の拡大要因を分析するた

めに， グラピティ・モデルを援用する

グラピティ・モデルとは，二つの物体の間の引力

が両物体の質量の積に比例し，物体聞の距離の二乗

に反比例するというニュートンの万有引力の法則を

応用したものであり，近年， このモデルは国際貿易

の分野などにおいて， 2国間の国際貿易の要因を説

明する経済モデ、ノレとして幅広く応用されている こ

のモデルが国際貿易理論に応用される場合， 2物体

に貿易当事国，引力にこれら二国間の貿易額， 2物

体質量に両国の経済規模，物体間の距離に両国間の

地理的距離をあてはめて利用される.国際貿易にお

けるグラピティ・モデルの基本式は以下のように書

ける.
yy  

X;;=Gーよ!_o (4) 
り DIST"ij

ここで，Xりは二国聞の貿易額 Y
i
，耳はそれぞれi

国とj国の経済規模，DISTりは両国間の地理的距離

である. このモデ、ルは， 2国間の貿易量が両国の経

済規模及び貿易コスト (2国間の物理的距離に代理

させる)により規定されるという考え方を表した基

礎モデルであり，経済規模は， 2国聞の貿易にプラ

スの効果を与え，距離はマイナスの効果を与えるこ
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とが期待される.

貿易フローに影響を与える他の要因としては，人

口(または一人当たり所得)要因，文化的・地理的

要因(共通言語の有無，国境の近接性など)がある.

また，分析の目的に応じて，他の説明変数を用いる

こともある.なお， 2国間での貿易フローとしては，

輸出あるいは輸入を個々に用いる場合と，輸出と輸

入の合計である貿易額を使用する場合がある.

このモデルが実証分析に使われる場合，対数形の

線形回帰式として使用されることが多い.

国際経済学におけるグラピティ・モデルの研究は

Tinbergen (1962)の研究に始まったと言われており，

その後， Leamer and Stern (1970)， Anderson (1979) 

により研究が進められ，その応用手法については，

基礎モデルにおける分析手法をベースとし，それを

拡張する形で発展してきた.近年は地域統合の効果

を分析する上で利用されている. Tinbergen (1962) 

は， 1950年代にヨーロッパで実施されていた特恵

関税制度が各国の貿易パターンに及ぼす効果を検証

するために，基礎モデルにおける両貿易国の経済規

模と両国間の地理的距離に，関税制度を表すダミー

変数と隣接国ベアに対応するダミー変数を加え分析

を行っている.結果としては，係数パラメータの推

定値の符号に関しては，距離はマイナス，それ以外

のすべてはプラスというモデルから期待される結果

と一致している. Wei and Frankel (1997) は，貿易

国の GDP，一人当たり GDPと距離以外に，直接投

資を説明変数に加え，直接投資の貿易に与える影響

を分析して，直接投資は貿易にプラスの影響を与え

ると指摘している また，竹田 (2008) は，両貿易

圏の経済規模と両国間の地理的距離に加え，両国の

一人当たり GDPと貿易当事国の厚生水準を表す変

数として一人当たり GDPの格差の絶対値を説明変

数として導入し，これらの要因の東アジア諸国の 2

国間貿易に与える影響を検証している.そして，貿

易両国の GDPと一人当たり GDPが大きいほど，一

人当たり GDPの格差の絶対値が小さい(生活水準

が似通った国同士)ほど，貿易が活発になるという

側面に配慮した結果が得られている.また，中国の

WTOへの加盟が東アジアの貿易に与える影響が大

きいとみなし，それを表すダミー変数を取り入れ，

分析を行っている. しかし，その係数に関しては期

待とは逆の負の結果が得られている.

( 17 ) 

そこで，以下では，これらの先行研究を踏まえ，

以下のようなグラピティ・モデルを定式化する

log(X)=α。+αllog(GDPc)+α21og(GD乃〕

+α}og(DIS1)十円log(1iぜ)+αJJM+G
Xi

(5) 

但し，X. (i=l， 2) は前節における木質ノ4ネル・

家具・製材とパルプ・紙の 2部門中日間の貿易額，

GDPcとGD乃はそれぞれ中国と日本の名目 GDP，

DISTは中国と日本の聞の時間距離指数，TAXは日

本の林産物関税率である.DMは中国の WTO加盟

についてのダミー変数であり，中国の WTO加盟が

貿易にかなり大きい影響を与えていると予測される

ので，中国の WTO加盟以後の場合の貿易について

は 1，それ以前の貿易についてはOを取る変数を作

成した. G..は撹乱項である.各変数の符号に関し
』

ては，経済規模は， 2国間貿易額を増加させると予

想されるので，GDP の係数はプラスである • DIST 

は実質的距離が遠くなるほど輸送費，輸送時聞がか

かって，貿易コストが増加するので，係数はマイナ

スであることが期待される.関税率は貿易に負の影

響を与え，中国の WTOへの加盟が中日間貿易にプ

ラスの影響を与えると考えられるので，TAXの係

数はマイナス，DMの係数はプラスであることが期

待される

(2)産業内貿易指数の変動の規定要因モデルの定

式化

過去数多くの先行研究の中で，グルーペル・ロイ

ド指数の計測による産業内貿易の決定要因について

分析されてきた. これらの研究では，産業内貿易の

決定要因として，貿易両国の経済規模の格差，一人

当たり GDPの差，関税，非関税障壁，対外直接投資，

為替レートなどが取り上げられている.たとえば，

Christodoulou (1992)， Hirschberg (1994)， Pieri (1997) ， 

金田 (2009) などの先行研究では， 2国の経済規模

が異なるほど産業内貿易の割合は減少する.一人当

たり GDPを消費者の噌好の代理変数として解釈し

た場合と資本・労働賦存比率の代理変数として解釈

した場合でも， 2国の一人当たり GDPが異なるほど

産業内貿易の割合は減少すると指摘している.また，

Fon匂gne(1997)， Durkin and Krygier (2000) などの

研究では，産業内貿易の中でも，水平的な産業内貿

易か垂直的な産業内貿易かによってその規定要因は

異なり，特に後者の場合には，一人当たり GDPの



(248J 農林業問題研究(第 191号・ 2013年9月)

差と垂直的な産業内貿易の聞には正の関係があると

指摘している. Fontagne (1997) は， 1980年から

1994年の期間における EC内産業内貿易の実証分

析を行い，国家聞の要素賦存の違い(一人当たり所

得の差で近似)が大きいと，その両国間の水平的産

業内貿易は減少するが，垂直的な産業内貿易は増加

するという結果を得ている.また，彼らは各国の経

済的な統合度の大きさを表す変数として対外直接投

資を説明変数に加えて分析し，直接投資の増加が垂

直的・水平的産業内貿易を増加させるという結果を

出している. Durkin and Krygier (2000) は，米国

とその貿易相手国との一人当たり GDPの差と垂直

的な産業内貿易のシェアとの聞に有意な正の関係を

見だしている. Fukao (2003) も， 日本との一人当

たり GDP格差が約 1万ドル以上の国々との貿易に

おいては，垂直的な産業内貿易シェアと一人当たり

GDPの格差の聞には正の関係があると述べている.

また， Hirschberg (1994) は， 2国の為替レートの

変動率の比によって為替レートの不安定性を定義

し，それと産業内貿易シェアとの聞には負の関係が

あることを指摘している.

以下，これらの先行研究を踏まえ，前半で計測し

た各産業内貿易指数の変動の規定要因モデルを以下

のように定式化する.

log(IIT)=α。+αllog(DGDP)+α21og(DPCGDP)

十円log(DEXレ)+ら刀 (6) 

log(IIM)=so +βllog但GDP)+ s)og(DPCGDP) 

+s)og(FDl)+凡log(DEXcj計今IMi (7) 

ただし， 11~， llM
i 
(i=l， 2) はそれぞれ 2部門

の産業内貿易指数，中間財の産業内貿易指数である.

DGDPとDPCGDPはそれぞれ中国と日本の名目

GDPの差と一人当たり名目 GDPの差である FDI 

は日本の中国木材・パルプ産業への海外直接投資額，

DE九は中国と日本の為替レートの変動率の比， e 

および e
IIMi

は撹乱項である.

各説明変数の係数の予想される符号については，

木質ノ〈ネル・家具・製材に関しては，金田 (2009)

などの結果と同様にDGDPとDPCGDPの係数はマ

イナスであることが期待され，パルプ・紙の場合，

DGDPの係数はマイナスに期待される.また，パル

プ・紙の貿易は垂直的産業内貿易なので， Fontagne 

(1997) ， Durkin and Krygier (2000) などが指摘し

( 18 ) 

たように，DPCGDPの係数はプラスであることが

期待される.また，直接投資を通じた技術取引の増

加，あるいは多国籍企業ネットワークの高まりは，

産業内貿易シェアを高めると考えられるので，FDI 

の係数は正であることが期待される.DEXcjtの係数

は， Hirschberg (1994) の検証結果に従い負である

ことが期待される.

(3)用いるデータ

用いた各データの作成や出所は以下の通りである.

① 両国間の林産物の貿易額 (X)のデータ(単

位:億ドル)は FAO，UN COMTRADE， I中

国海関統計年鑑」から入手した.

② 産業内貿易指数 (IIT) と中間財の産業内貿易

指数(田1)のデータに関しては， IIT指数は，

前半で計測した 4時点の IIT指数に加え，そ

れ以外の 1985年から 2008年までの各年の貿

易額データを使って，各年の IIT指数を計測

した. IIMは国際産業連関表からしか計算で

きないので，前半で計測した 4時点の IIM係

数に 1985年のそれを加え，その 5時点、の各

係数を使って回帰分析を行い，この 5時点以

外の 1986年から 2008年までの各年の係数を

推定した.

③ 両国の名目 GDP(単位:億ドル)と名目一人

当たり GDP(単位:ドル)のデータは， lMF 

で公表されているデータを使用した• DGDP 

とDPCGDPは，それぞれ日本の GDPと一

人当たり GDPから中国のそれをヲ|いたもの

である.

④ 時 間 距 離 指 数 (D1ST)に関しては以下のよ

うに扱った.中日間の時間距離は，最近の傾

向では，両国間の船舶航路や空港路線の拡大・

近代化，中国国内における高速道路綱の発展，

鉄道の高速化などにより縮まっている. この

状況を考慮した上，時間距離指数の変数とし

ては，最近の経験的な短縮速度の実態を反映

して，時間距離が毎年 1%ずつ縮小している

と仮定した 2)

⑤ 日本の林産物の関税率 (TAX) のデータ(単

位:%)は， 日本関税協会「実行関税率表」

に公表されている木質パネル，製材，パルプ，

紙，家具の関税率の平均を取り作成したデー

タである.
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⑥ 

⑦ 

⑧ 

DMは中国の WTO加盟以後の貿易について

は 1，それ以前の貿易については Oを取るダ

ミー変数である.

日本の中国木材・パルプ産業への海外直接投

資額 (FDI) のデータ(単位.億円)は日本

銀行「国際収支統計」から得ている.

DEXcjtは， Hirschberg (1994) の以下の定義

式によって計算した.

DEXcjt=(lexct -ex，t_ll/lexjt一円_ll)(ex/e.九)

ただし，eXctとe¥tはt期における中国と日本のそ

れぞれ対ド、ル為替レートである.中国の対ド、ル為替

レートのデータは， JETRO I中国データファイル

2010年J，日本の対ドル為替レートデータは「日本

銀行統計」より使用した.

以下，これらのデータを使って， (5) ~ (7)式

において， 1985年から 2008までの時系列データを

使って推定を行う.

(4)推定結果

一般に時系列分析を行う際には，まず使用する

データの定常性を確認する必要がある.ここでまず，

各変数の記述統計量を算出し，その後，データの定

常性を確認するために，単位根検定 (ADF)を行っ

た.その結果は表 6，表7である

表 7の単位根検定結果を見ると，殆どの変数に関

しては単位根の存在が棄却されなかったが，さらに

それらの一階の階差をとり同様の単位根検定を行っ

た結果，単位根の存在が棄却された.次に， 2つの推

定式における各変数の聞に共和分関係があるかどう

かを確認するために共和分検定(JohansenTest)を行っ

た.その結果5%の水準では共和分関係が認められ，

各変数の聞には共和分関係があると判断された.各

変数の聞に共和分関係が認められる場合は，短期的

には均衡から言語離しても長期的には必ず均衡関係が

成立すると考えられるので，ここでデータをそのま

ま使って推定を行った.推定結果は表8である.

まず，式 (5) のグラピティ・モデルによる分析結

果表を見ると，各部門において 2国の経済規模 GDP

の係数は期待通りに正となり，有意な結果が得られ

ている.つまり，両国の経済規模の拡大により両国

間の各林産物貿易が拡大していることが分かる 時

間距離指数DISTの係数も期待通りに負でかつ有意

な結果が出ている. これは，技術進歩による両国間

の時間距離の短縮により，輸送コストが低く抑えら

れ，貿易が拡大していることを反映している • TAX 

の係数は期待通り負であり，関税率は貿易にマイナ

スの影響を与えていることが明らかである • DMの

係数は，木質ノ〈ネル・家具・製材では，期待通り正

表 6. 変数の記述統計量

変数 平均 標準誤差 最大値 最小値 変数 平均 標準誤差 最大値 最小値

X! 368.4 312.1 1005.0 60.0 GDPc 1225.7 1084.5 4520.0 297.6 

X
2 

554.7 326.1 1389.0 137.0 GD乃 3920.8 963.0 5333.9 1385.0 

11T! 9.2 8.3 30.5 2.8 DGDP 2695.1 1049.8 606.0 329.0 

IIT
2 

45.3 22.1 96.0 5.7 DPCGDP 30266.7 7067.9 41915.5 11174.0 

11M， 7.2 6.6 34.7 2.8 DEX<i1 45.8 111.2 552.0 1.0 

11M
2 

39.4 19.5 79.7 7.8 FD1 2.8 10.0 49.3 0.0 
」

表 7.単位根検定結果

変数 Level 1 ".difference 変数 Level 1は.difference

logX， -1.50 (0.51) 8.31 (0.00) logGDPc 1.20 (0.64) -3.74 (0.02) 

logX， -1.17 (0.67) 4.62 (0.00) logGDPj -1.15 (0.52) -5.89 (0.00) 

!oglIT， -1.88 (0.34) 6.56 (0.00) !ogDGDP -0.72 (0.98) -3.03 (0.03) 

!ogllT
2 

-2.14 (0.23) 5.26 (0.00) !ogDPCGDP -2.60 (0.11) -4.02 (0.01) 

!ogllM， -4.18 (0.00) !ogDEXcjl -1.99 (0.29) -6.90 (0.00) 

logl1M
2 

-2.59 (0.11) 5.70 (0.00) !ogFD1 -2.66 (0.10) 

注:括弧内はp値である

( 19 ) 
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表 8 回帰分析結果

(5)式 (6)式 (7)式

変数
木質パネノレ ノfノレフ 木質パネノレ パルプ 木質パネノレ パルプ

家具・製材 紙 家具・製材 紙 家具・製材 紙

Intercφt 8.89 (1.35) 9.37持(1.82) 25.4*帥 (8.10) -14.8**キ(-9.83) 30.3*** (13.8) -3.94 (-0.94) 

logGDPc 0.39* (1.81) 0.33** (2.16) 

!ogGDPj 0.31 * (1.93) 0.31帥 (2.46)

!ogDIST 5.53* (-1.86) -4.84* (-2.09) 

!ogTAX -0.16 (ー1.08) -0.32*** (ー3.30)

DM 0.20 (1.61) -0.31キ**(-3.37) 

!ogDGDP -0.12 (-0.76) -0.42*帥 (-5.56)-0.05 (ー1.35) -0.15** (ー2.11)

!ogDPCGDP -2.20*料(ー7.00) 2.11 *帥(14.0) -2.76*** (14.4) 0.92** (2.51) 

1口gDEX
q
) -0.01 (0.61) -0.01 (-1.00) -0.16 (ー1.42) -0.36* (ー1.73)

!ogFDI 0.28*料(16.0) 0.14*** (4.19) 

adj.R2=0.98 adj.R'=0.99 adj.R2=0.75 adj.R2=0.92 adj.R'=0.98 adj.R2=0.95 

DW=1.82 DW=1.59 D時'=1.42 D防'=1.39 DW=1.92 D防'=1.99

注.***は 1%水準，柿は 5%水準*は 10%水準で有意であることを示す. ( )内はt値である.

となり，中国の WTOへの加盟は貿易にプラスの影

響を与えていることが反映されている.一方，パル

プ・紙では有意ではあるが，符号がマイナスとなり，

これは竹田 (2008) の推定結果と同じ結果となって

いる.つまり， 日本に向けられたパルプ・紙貿易が，

中国の WTO加盟後にある程度他国へ転換したから

ではないかと考えられる.

次に，式 (6)，(7) の産業内貿易指数と中間財の

産業内貿易指数の変動の決定要因モデ、ルによる推定

結果を見ると，各推定式において， 2圃の経済規模

の差 (DGDP) と一人当たり GDPの差 (DPCGDP)

の係数は期待された符号条件を満たしている.木質

パネル・製材・家具では，各推定式における DGDP

とDPCGDPの係数は予測通り負で，DPCGDPの係数

は有意で、あるが，DGDPの係数はほぼ有意な結果が

得られている. 2国の経済規模の差と一人当たり GDP

の差が大きいほど産業内貿易シェアは小さくなると

ことを示唆している. この結果は，金田 (2009) の

結果と一致している.パルプ・紙では，各推定式に

おいて，期待通り DGDPの係数は負，DPCGDPの

係数は正となり，統計的にも有意な結果が得られて

いる.特に後者は一人当たり GDPの差が大きいほ

ど垂直的産業内貿易シェアは増加することを示唆し

ている. この結果は， Fontagne (1997) の結果を支

持している.推定式(7)における海外直接投資(FDI)

の係数は期待通り正で有意となり，直接投資の増加

( 20) 

が，産業内貿易シェアを高めることを示している.

これも Fontagne(1997)の結果と同様である DEXcjt

の係数は，式 (7) におけるパルプ・紙以外は有意

ではなかったが，すべてが負という符号条件を満た

しており， Hirschberg (1994) の検証結果と同じ結

果が得られている つまり，不安定な為替レートは

貿易を縮小させることが反映されている.

5. 結論

まず，前半における中日間の林産物貿易の貿易構

造や分業形態の類型化から，中日間の林産物貿易に

おいて，木質ノtネノレ・家具・製材の貿易は「工程間

分業 (b)Jの特徴を有した産業内貿易から「単方向

の最終財貿易 (e)Jの特徴を有した産業問貿易へ転

換してきたことが明らかになった. これは近年にお

ける中国の木材加工産業の成長により合板などの木

質パネルや家具など製品の輸出が大きく増加してい

ることを意味する.一方，パルプ・紙の貿易は「単

方向の中間財貿易 (d)Jの特徴を有した産業間貿易

から「工程間分業 (b)Jの特徴を有した産業内貿易

へ転換してきたことが分かった.つまり，その貿易

関係は垂直的産業内貿易，いわゆるフラグメンテー

ションによって特徴づけられることが明らかになっ

た. これは， 日本からの古紙，パルプのような原材

料の輸入が大きく増加している一方で，外資資本の

導入に伴う技術上昇により，輸入原材料に加工を加
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えた紙製品の輸出も増加しているからである.

次に， 2国聞の林産物貿易総額の展開決定要因の回

帰分析の結果によれば， 2国の経済規模 (GDP)の大

きさが貿易を促進する要因となっていることが示さ

れた.両国間の時間距離の効果に関しては，時間距

離が短縮すると貿易が拡大することが明らかになっ

た. これは，輸送時聞が技術進歩によって急速に短

縮されているためであると推察される.また，関税

率は貿易を縮小させる要因となった.中国の WTOへ

の加盟は，木質ノミネル・家具・製材では貿易を増加

させる要因となったが，パルプ・紙では貿易が減少

していることも見て取れる.この結果は， 日本に向

けられていた貿易が，中国の WTO加盟後にある程度

他国へ転換したからではないかと考えられる.

また，前半で注目した産業内貿易指数と中間財の

産業内貿易指数の規定要因の回帰分析の結果から，

木質パネル・製材・家具では， 2国の経済規模の格

差の係数は必ずしも有意ではなかったが，負の符号

条件を満たしており，経済規模の差 (DGDP)と一

人当たり GDPの差 (DPCGDP)が大きいことが産

業内貿易と中間財の産業内貿易のシェアを減少させ

る要因であった.パルプ・紙では，DGDPの係数は

有意で負，DPCGDPの係数は有意で正となり，そ

れぞれ期侍された符号条件を満たしている.特に後

者は一人当たり GDPの差が大きいことが垂直的産

業内貿易を促進する要因であることが分かった ま

た，海外直接投資 (FDI)に関しても各部門におい

て有意で期待した正の符号が得られ， 日本からの直

接投資の増加が，中間財産業内貿易シェアを高めて

いることが明らかになった.為替レートの代理変数

DEX
q
)に関しても，有意ではないものが多いが，負

の符号条件を満たしており，先行研究と同様，

DEX酬は産業内貿易シェアを減少させる要因となっ

ていた.

このように，回帰分析の係数には幾っか有意性の

やや低い結果もあり，改善の余地はあるけれども，

以上から，中日林産物貿易構造に明確な変化が見ら

れ，上で分析したこれらの変化の規定要因は今後の

中日林産物貿易の方向性を考える上で重要な意義を

持ち，その政策立案に貢献しうるものであると考え

られる.

( 21 ) 
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注 1)http://www.jopp.or.jp/research_project!pdf!. 日本製紙連合

会. 2012年 8月 15日参照.

2)例えば，学生時代の経験によると，上海から大阪への

船渡航の例では，本論文の分析期間に関して，その開

始時点の 1985年当時，約 61時間を要していた 一方，

その終点、時点である 2008年時点では 48時聞かかって

いる この 23年間の時間短縮を I年当たりに直すと

年率 1%の減少率になる.両国間の物理的な距離は不

変であるからその時間距離は同様に年率 1%の短縮率

となる.
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