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１．イントロダクション



１．イントロダクション

研究の背景と分析課題

スウェーデン企業にとっての過去20年の経済環境の変化

 1995年のEU加盟から20年あまり：欧州単一市場での「４つの移動
の自由」を享受できるようになった

 経済活動のグローバル化：多国籍企業の増加，グローバル・バ
リュー・チェーン（GVCs）の形成

→経済状況の変化に合わせ企業戦略も変化

EU加盟はGVCsの形成・再編に影響→貿易にも影響

分析課題：

 スウェーデンの貿易パターンはEU加盟後に変化したか？

 貿易パターンはどのような変化を遂げたか？

 貿易パターンの変化は貿易相手国や部門によって異なるか？

→複数の貿易指標を用いて，貿易関係の変化を明らかにする
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１．イントロダクション

市場統合と貿易パターンの変化

市場統合は貿易パターンにどう影響するか？

 市場アクセスの改善：関税撤廃，非関税障壁の緩和・撤廃

貿易の増加（貿易創出効果）

 産業再編と生産拠点の再配置：貿易障壁回避のための生産拠
点が不要に，重複する生産拠点の整理・統合

貿易が増加する可能性も，減少する可能性もある

ゼロ貿易，貿易の外延，貿易の耐久性を分析

1.長期的な貿易ステータス：貿易が行われる財か，ゼロ貿易か

2.貿易の外延：今まで貿易が行われなかった財が新たに貿易され
るようになったか

3.貿易の耐久性：取引が長期的に継続するか，停止や再開を含む
か，どの程度の期間持続するか

貿易額の推移よりも
貿易の有無に注目
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１．イントロダクション

欧州単一市場

スウェーデンの欧州単一市場への統合のプロセス

 1972年: EFTAメンバーとしてEUとFTAを締結

 1994年：EEA発効（1992年締結）

 EU非加盟国が欧州単一市場に参加するための枠組み

 1995年：EU加盟

単一市場プログラム（SMP）における「４つの移動の自由」

 生産物

 モノ：関税・非関税障壁の緩和や撤廃貿易を促進

 サービス：参入規制の緩和サービス業のFDIを促進

 生産要素

 労働：シェンゲン協定，EU市民権

 資本：資本市場規制の緩和や撤廃 FDIを促進

冷戦終結により政治的
中立性の維持が不要に
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１．イントロダクション

EU加盟とスウェーデン経済への影響

EEAによる変化 …関税撤廃は80年代に進展

 モノの移動の自由：非関税障壁の廃止，技術的障壁の解消

 サービス，資本，労働の移動の自由の導入

EU加盟による変化

 原産地証明と国境管理の廃止

 共通通商政策の導入

スウェーデン企業に対する影響

 貿易にまつわる一定の取引コストが取り除かれた：原産地証明・
国境管理の廃止

 資金調達・資本所有の選択肢が多様になった

 制度の調和によりEU加盟国と同一の経済条件が導入された

→詳細はMaruyama（2017）を参照
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２．分析手法



２．分析手法

先行研究（１）

貿易の内延・外延：貿易はどのように拡大するか？

 既に取引のある財の貿易額の変化：貿易額の拡大として捉えら
れる  Intensive margin（貿易の内延）

 取引される財のバラエティの変化：新たに取引される財の増加と
して捉えられる  Extensive margin（貿易の外延）

 理論分析…企業の異質性からのアプローチ：Chaney (2008)

 実証分析…Feenstra (1994)による先駆的研究， Bernard et al. 
(2007)による企業レベルの分析

ゼロ貿易：そもそも貿易は行われているか？
 実際の貿易では貿易が行われない財が多く存在

 輸出にかかる費用が一定の基準を上回ると損失が生じるため貿
易が行われなくなる
 理論分析…Baldwin and Harrigan (2011)
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２．分析手法

先行研究（２）

貿易の耐久性：貿易はどのくらいの期間継続するか？

 貿易の耐久性（duration of trade）：ある財について，貿易が始
まってから停止するまでの取引をひとつの`spell`と捉え，その長さ
や頻度について分析

 サバイバル分析の応用：貿
易が停止するまでの生存確
率の推定

 実証分析…Besedeš and 
Prusa (2006a)， Besedeš
and Prusa (2006b)

 フラグメンテーションの
分析に応用した日本の
ケース…Obashi (2010) ，
Okubo et al. (2014)

各時点での生存確率が
高いグループは上方に
…FIN, DNK, DEU
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分析の手順

1.長期的な貿易ステータス

 1995年から2010年にかけての各財の貿易ステータスを特定

貿易相手国別・部門別に継続的な貿易（permanent trade），一
時的な貿易（temporary trade），ゼロ貿易（zero trade）に分類

2.貿易の外延

貿易される財の割合を貿易相手国別・部門別に測定：貿易さ
れる財の増加を貿易の外延として捉える

3.貿易の耐久性

各財のspellの数と長さを測定；貿易相手国別・部門別の平均を
算出

貿易相手国別・部門別に生存確率を推定

分析期間を２つに分割して平均および生存確率を比較

２．分析手法

分析の手順
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２．分析手法

分析のイメージ

year = t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 長期的な
貿易ステータス：

Country A X X X X X X X X X X  継続的な貿易
Permanent trade

(Single spell)

Country B … … … X X … … X X X  一時的な貿易
Temporary trade

(Multiple spell)

Country C … X X X X X … … … …  一時的な貿易
Temporary trade

(Single spell)

Country D … … … … … … … … … … ゼロ貿易
Zero trade

(No spell)

Spell 1
(spell length =2)

X : Trade observed      … : Trade not observed

Spell 2
(spell length =3)

Spell 1
(spell length =10)

Spell 1
(spell length =5)
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３．データ



３．データ

使用する貿易データ

 出所： Eurostat (EU trade since 1988 byCN8)

 分類レベル：CN 8桁（＝HS分類8桁）

 1995～2010年（16時点の年次データ）

 製造業４部門を対象：スウェーデンの貿易で主要な業種

 飲食料品（Food and Beverages）：第４部，第16～24類

 化学工業（Chemicals）：第６部，第28～38類

 繊維製品（Textiles）：第11部，第50～63類

 機械類（Machinery）：第16・17部，第84～89類

スウェーデンの多国籍企業の例：
エリクソン（通信機器）
エレクトロラックス（家電）
ボルボ（トラック）
スカニア（トラック）
ボルボ・カー（乗用車）

SKF（ベアリング）
ABB（重電）
アストラゼネカ（医薬品）
H&M（アパレル小売）
IKEA（家具小売）
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３．データ

貿易相手国

 1995年時点のEU加盟国とEFTA加盟国18カ国，16の分析対象

AUT オーストリア GBR 英国

BEL ベルギー（ルクセンブルクを含む） GRC ギリシャ

CHE* スイス（リヒテンシュタインを含む） IRL アイルランド

DEU ドイツ ISL* アイスランド

DNK デンマーク ITA イタリア

ESP スペイン NLD オランダ

FIN フィンランド NOR* ノルウェー

FRA フランス PRT ポルトガル

（注） *：EFTA加盟国
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３．データ

HS分類と関税率の例

統計番号 品名 税率

Statistical code Description Tariff rate

番号 基本 暫定
WTO

協定
特恵

特別
特恵

経済連
携協定

52.04 
綿製の縫糸（小売用にしたものであるかな
いかを問わない。）

小売用にしたものでないもの

5204.11 綿の重量が全重量の85％以上のもの

010
1 合成繊維若しくはアセテート繊維又
はこれらの繊維を合わせたものの重
量が全重量の10％を超えるもの

8.4% 5.6% 4.48% 無税 無税

020 2 その他のもの 4.4% 3% 2.4% 無税 無税

5204.19 その他のもの

010
1 合成繊維若しくはアセテート繊維又
はこれらの繊維を合わせたものの重
量が全重量の10％を超えるもの

8.4% 5.6% 4.48% 無税 無税

020 2 その他のもの 4.4% 3% 2.4% 無税 無税

5204.20 000 小売用にしたもの 3.5% 3% 2.4% 無税 無税

（第11部 紡織用繊維及びその製品，第52類 綿及び綿織物，2019年2月1日）
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３．データ

HS分類の世代間ギャップとコンコーダンス

HS分類の「世代間ギャップ」 （generation gap）

 ４年ごとに分類の見直しに基づく分類番号の変更がある

 毎年マイナーな番号の変更もある

→そのままデータを用いると，番号の変更が「ゼロ貿易」や「貿易の
外延」として把握される恐れ

貿易データのコンコーダンス

 Pierce and Schott (2012)，Van Beveren et al. (2013)による手法

 同じ8桁コードに統合されたり，同じコードから分割された財をす
べて「family」という新しい分類グループに再分類

 統合・分割を経験していない財は同じコードを維持（single）

 コンコーダンス後の財の数…飲食料品：653，化学工業：866，繊
維製品：1,065，機械類：1,236
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３．データ

コンコーダンスのイメージ

a a

b

c

d

e

f

c

g

f

a a

year: t t + 1 t + 2 t + 3

Single

Family
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３．データ

EU加盟と貿易統計の作成方法の変更

なぜ加盟前後の比較を行わないのか？

1995年のEU加盟に伴い，スウェーデンではEU加盟国との貿易統計

の作成方法が変更されたため，統計に連続性がなく，断層が生じ
ている可能性 …加盟前後の比較は困難

→詳細は丸山（2018）を参照

［スウェーデンの貿易統計の主な変更点］

 EU域外貿易から域内貿易に扱いが変更；域内貿易は国境管理
の廃止

 データ作成方法の変更：税関ベースから申告ベースに

 報告免除企業が一定数存在（主に中小企業） ：取引額が一定基
準に満たない企業は報告の義務なし，税務調査のデータで補完

 輸入元を物品の発生元の国から送り出し国に変更
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４．ゼロ貿易と貿易の外延



４．ゼロ貿易と貿易の外延

長期的な貿易ステータスの変化

長期的な貿易ステータスの特徴

 継続的な貿易の割合は貿易相手国によって異なる

 輸出：スカンジナビア（ノルウェー，フィンランド，デンマーク）

 輸入：近隣の大国（ドイツ，オランダ，英国）

 継続的な貿易の割合が高い貿易相手国は，一時的な貿易の割合
も高い傾向にある

 ゼロ貿易は距離の離れた小国で割合が高い

 ギリシャ，ポルトガル，アイルランド，アイスランド

→近隣の貿易相手国との間では貿易が生じやすく，持続しやすい
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ノルウェー
↓

ノルウェー
↓

ノルウェー
↓

ノルウェー
↓

フィンランド
↓

フィンランド
↓

フィンランド
↓

フィンランド
↓デンマーク

↓
デンマーク
↓

デンマーク
↓

デンマーク
↓ドイツ

↓
ドイツ
↓

ドイツ
↓

ドイツ
↓

継続的な貿易

一時的な貿易

ゼロ貿易

 長期的な貿易ステータス：左から「継続的な貿易」の割合が高い順
輸出・飲食料品 輸出・化学工業

輸出・機械類輸出・繊維製品
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ドイツ
↓

ドイツ
↓

ドイツ
↓ドイツ

↓

デンマーク
↓

デンマーク
↓

デンマーク
↓

デンマーク
↓

ノルウェー
↓

英国
↓

英国
↓

英国
↓

英国
↓オランダ

↓ オランダ
↓

イタリア
↓

 長期的な貿易ステータス：左から「継続的な貿易」の割合が高い順
輸入・飲食料品 輸入・化学工業

輸入・機械類輸入・繊維製品
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輸出
飲食料品

輸出
化学工業

輸出
繊維製品

輸出
機械類

 非ゼロ貿易の割合：色が濃いほどゼロ貿易の財が少ない 24



輸入
化学工業

輸入
飲食料品

輸入
繊維製品

輸入
機械類

 非ゼロ貿易の割合：色が濃いほどゼロ貿易の財が少ない 25



４．ゼロ貿易と貿易の外延

貿易される財の割合の変化

1995年（初期値）と2010年の二時点の変化を分析

貿易パターンの変化の特徴

 初期値の低い国では割合が増加する傾向にある →貿易の外延

 距離の離れた小国に多い：ギリシャ，アイルランド，ポルトガル

 飲食料品の輸出入，繊維製品の輸出，化学工業の輸入

 機械類の輸出及び輸入では貿易される財の割合がほとんど変化
しないケースが多い

 機械類ではもともと貿易される財の割合が高い

 既に多くの種類の財が貿易されている部門では貿易の外延が
生じにくい

 輸入では輸出に比べて割合が減少するケースが多い

 特に化学工業と繊維製品の輸入
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 貿易される財の割合の変化（縦：1995年の割合，横：2010年との差）

輸出・飲食料品 輸出・化学工業

輸出・機械類輸出・繊維製品
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Negative

Negative

 貿易される財の割合の変化（縦：1995年の割合，横：2010年との差）
輸入・飲食料品 輸入・化学工業

輸入・繊維製品 輸入・機械類
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５．貿易の耐久性



５．貿易の耐久性

スペルのタイプ

スペルのタイプと平均からわかる特徴
 貿易の停止と再開を繰り返すケース（multiple spells）が少なくない
 小国との貿易では平均スペル数が多く，参入・退出を繰り返す

 平均スペル期間の長いスカンジナビア三国への輸出，近隣の大国
からの輸入は継続しやすい

30

 スペルタイプ：輸出・機械類の例（貿易財の数＝1,236）

zero single multiple zero single multiple

AUT 332 524 380 GBR 171 626 439

BEL 292 552 392 GRC 387 441 408

CHE 125 501 610 IRL 476 433 327

DEU 97 641 498 ISL 280 461 495

DNK 76 742 418 ITA 245 563 428

ESP 242 582 412 NLD 190 582 464

FIN 53 763 420 NOR 15 938 283

FRA 213 587 436 PRT 434 454 348



５．貿易の耐久性

スペル数とスペル期間の平均

 スペル数の平均が大きい国トップ３

31

輸出 輸入

飲食料品化学工業繊維製品 機械類 飲食料品化学工業繊維製品 機械類

NOR 2.07 DEU 1.95 ISL 2.24 CHE 2.12 NOR 2.18 NOR 2.16 CHE 2.37 CHE 2.14

CHE 1.94 CHE 1.89 CHE 2.16 ISL 1.96 FIN 2.00 CHE 2.00 NOR 2.12 ESP 1.99

GBR 1.81 NOR 1.87 AUT 1.91 GRC 1.83 ESP 1.93 BEL 1.95 AUT 2.06 ISL 1.97

平均 1.72 平均 1.71 平均 1.83 平均 1.75 平均 1.81 平均 1.80 平均 1.96 平均 1.89

 スペル期間の平均が長い国トップ３
輸出 輸入

飲食料品化学工業 繊維製品 機械類 飲食料品 化学工業 繊維製品 機械類

FIN 7.78 NOR 8.98 NOR 10.87 NOR 12.86 DNK 8.15 DEU 12.46 DEU 10.51 DEU 11.77

NOR 7.50 FIN 8.35 FIN 10.13 FIN 10.43 DEU 8.09 GBR 8.26 DNK 9.37 NOR 10.35

DNK 7.07 DNK 8.30 DNK 9.68 DNK 10.10 NLD 7.24 NLD 7.70 GBR 8.50 DNK 10.08

平均 5.04平均 5.84平均 6.47平均 8.32平均 5.02平均 5.69平均 6.20平均 7.05



 スペル数の平均：色が濃いほど平均のスペル数が多い

輸出
飲食料品

輸出
化学工業

輸出
機械類

輸出
繊維製品
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 スペル数の平均：色が濃いほど平均のスペル数が多い

輸入
飲食料品

輸入
繊維製品

輸入
化学工業

輸入
機械類
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 スペル期間の平均：色が濃いほど平均のスペル期間が長い

輸出
飲食料品

輸出
化学工業

輸出
繊維製品

輸出
機械類
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 スペル期間の平均：色が濃いほど平均のスペル期間が長い

輸入
飲食料品

輸入
化学工業

輸入
機械類

輸入
繊維製品
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５．貿易の耐久性

生存確率の推定

カプラン・メイヤー推定による生存確率の推定

 貿易相手国による違い

 輸出はスカンジナビア三国の生存確率が高く，輸入は近隣
の大国が高い

 距離の離れた小国の貿易は持続しにくい

 輸出と輸入の違い

 機械類：輸出はいずれの国も生存確率が高いが，輸入は低
い国もみられる

→長期的な貿易ステータスや貿易される財の割合，スペル平均の
分析と同様の傾向がみられる
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 機械類：各貿易相手国の生存確率，縦の点線は（t+5）年目

フィンランド，デンマーク
↓

ノルウェー
↓

ドイツ
↓ デンマーク

↓

ノルウェー
イタリア
英国
オランダ
↓

ポルトガル→
ギリシャ
アイスランド

輸出・機械類

輸入・機械類
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前半（1995～2002年）と後半（2003～2010年）に分割した場合，違
いがみられるか？

 スペル期間の平均は後半のほうが長くなるケースが多い

 2期間の違いを検証するt検定でも，全ての部門で有意な結
果が得られた

 カプラン・メイヤー推定では違いが明確な部門とそうでない部門
が混在

 2期間の違いを検証するログランク検定で有意となったケー

スが多い部門：飲食料品の輸出，繊維製品の輸出，飲食料
品の輸入，化学工業の輸入

 機械類は輸出ともに違いがみられないケースが多い

→もともと多くの財が貿易されており，市場統合による変化
が生じにくいのでは

５．貿易の耐久性

２期間の比較
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 2期間の比較：スペル期間の平均，色が薄いほうが後半
輸出・飲食料品 輸出・化学工業

輸出・繊維製品 輸出・機械類
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 2期間の比較：スペル期間の平均，色が薄いほうが後半
輸入・飲食料品 輸入・化学工業

輸入・繊維製品 輸入・機械類
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飲食料品 化学工業 繊維製品 機械類

輸出 有意；後半が長い 11 2 16 6

有意でない 5 10 0 10

有意；前半が長い 0 4 0 0

輸入 有意；後半が長い 14 13 8 8

有意でない 2 3 6 8

有意；前半が長い 0 0 2 0

 カプラン・メイヤー推定の例（輸入・繊維製品）：色が薄い線が後半

 ログランク検定の結果一覧

オランダ 英国 ポルトガル

↑
後半のほうが高い生存確率

↑
前半のほうが高い生存確率

↑
前半と後半で差がない
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６．結び



６．結び

分析したこと

分析課題：

 スウェーデンの貿易パターンはEU加盟後に変化したか？

 貿易パターンはどのような変化を遂げたか？

 貿易パターンの変化は貿易相手国や部門によって異なるか？

→複数の貿易指標を用いて，貿易関係の変化を明らかにする

ゼロ貿易，貿易の外延，貿易の耐久性を分析

1.長期的な貿易ステータス：貿易が行われる財か，ゼロ貿易か

2.貿易の外延：今まで貿易が行われなかった財が新たに貿易される
ようになったか

3.貿易の耐久性：取引が長期的に継続するか，停止や再開を含む
か，どの程度の期間持続するか
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６．結び

主なファインディング

1.貿易される財の割合とスペル期間の長さは特定の貿易相手国と
の間で大きくなる傾向

スカンジナビア三国への輸出，近隣の経済大国からの輸入
は，発生しやすく継続しやすい傾向

2.貿易の外延が生じるかは初期状態に依存

距離の離れた小国との間では初期時点で貿易される財が少
なく，継続しにくいが，貿易の外延が生じやすい

3.２期間に分けた場合，前半よりも後半の期間のスペルは長く安
定的になる傾向

ただし部門によって違いがみられる

…部門や輸出入の選び方によって結果に違いが出てくる可能性
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６．結び

今後の分析課題

 “multiple spell”の扱い

 本分析では複数のスペルがある財の数を明らかにするにと
どまった

 貿易の停止と再開のメカニズムを分析する必要がある

 貿易パターンに影響を与える要因の検証

 本分析では簡易なノンパラメトリック推定にとどまった

 国特性や財特性を考慮したパラメトリック推定の適用

 コンコーダンスの影響：複数財を統合した場合（family）の財
特性の特定に課題
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ご清聴ありがとう
ございました！
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