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生産ネットワークと日系現地法人による FTA 利用＊1
早川

要

和伸＊2

約

本稿では，自由貿易協定（FTA）の利用が国際的生産ネットワークに与える影響を明
らかにする。FTA を利用するためには，原産地規則を満たす必要があり，そのために調
達先を「FTA メンバー国内」に一定程度限定しなければならない。つまり，調達先を
FTA メンバー国外から，現地を含むメンバー国内に変更することになり，企業の国際的
生産ネットワークを局所化する可能性がある。そこで本稿では，在 ASEAN 日系現地法
人（製造業）を分析対象とし，FTA の利用が現地調達率を有意に上昇させているかを実
証的に分析する。原産地規則を満たすために，過度に現地調達を増やしているならば，
FTA は国際的生産ネットワークに負の影響を与えていることになる。
キーワード：自由貿易協定，原産地規則，累積
JEL Classification：F15, F53

Ⅰ．はじめに
2018 年 3 月現在，我が国では 15 の自由貿易

太平洋パートナーシップ」の署名，欧州との

協定（FTA）が発効している。その多くが東

FTA の交渉妥結も行われ，発効に近づいてい

南アジア諸国との FTA であり，二国間のみな

る。そして，アジア・オセアニア 16 カ国から

らず，東南アジア諸国連合（ASEAN）全体と

なる東アジア地域包括的経済連携（RCEP）の

しても FTA を締結している（AJCEP）。これ

交 渉 も 進 め ら れ て お り，RCEP は ASEAN に

は，多くの日本企業が東南アジアで事業を展開

中国やインドを含めた形での国際的工程間分業

しており，その活動を関税，非関税の両面から

の活動をより推進するのに役立つものと期待さ

サポートするためである。とくに，二国間の

れている。

FTA により相手国に応じて必要な非関税措置

本稿では，企業による FTA の利用が国際的

の除去，削減を行い，ASEAN 一体としての国

生産ネットワークに与える影響を明らかにす

際的工程間分業を促進するために AJCEP が整

る。FTA は様々な経路を通じて企業による貿

備されている。また，「包括的かつ先進的な環

易，そして国際的生産ネットワークに影響を及

＊ 1 本稿を作成するにあたり，小平武史氏（財務省財務総合政策研究所）から有益なコメントを頂いた。こ
こに記して謝意を示したい。ただし，残る誤謬の責任は筆者らに帰する。
＊ 2 アジア経済研究所 研究企画部 海外研究員
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ぼす。代表的な経路は，FTA の発効により，

相殺することになる。

特恵関税率を利用できるようになることであろ

具体的には，在 ASEAN 日系現地法人（製

う。最恵国待遇税率（MFN 税率）よりも低い

造業）を分析対象とし，FTA の利用が現地調

関税率を利用できるようになることで，貿易の

達率を有意に上昇させているかを実証分析す

拡大が期待される。また，近年の FTA では非

る。分析に必要なデータは『在アジア・オセア

関税障壁の除去も協定に含まれていることが多

ニア日系企業活動実態調査（JETRO）』から入

い。例えば，競争政策に関する規定は，アンチ

手し，2010 年から 2013 年における，ASEAN

競争政策により生まれる貿易の歪みを是正し，

から日本への輸出を分析対象とする。後述する

また紛争解決に関する規定は国際的な商業紛争

ように，FTA 利用が企業パフォーマンスに与

を引き起こすリスクを下げ，企業が貿易拡大に

える影響を分析する際には，どういった企業が

及び腰になることを避けられる。知的財産に関

そもそも FTA を利用する傾向があるかを考慮

する規定は，高度な技術や創造的な技術を用い

する必要がある。この問題は「選択問題」と呼

た製品の輸出を促す。このように，関税・非関

ばれ，FTA の利用に限らず，輸出の開始や直

税障壁の両面の低下，縮小を通じて，FTA は

接投資の開始が企業パフォーマンスに与える影

メンバー間の貿易拡大に寄与する。本稿では，

響など，企業による国際化の影響を分析する際

こうした経路の中で，特恵関税率の利用による

には常に直面する問題である。FTA 利用の文

影響に焦点を絞ることとする。

脈においては，これまで Hayakawa（2015）が

上述のように，ASEAN 域内での日系企業の

この問題に取り組んできたが，そこではマッチ

活動をサポートするために整備された FTA で

ング手法が用いられた。これに対して本稿では，

あるが，この利用が国際的生産ネットワークを

より簡易であるものの，頑健な手法を用いるこ

縮小させるかもしれない。輸出時に特恵関税率

ととする。これにより，企業規模別での影響の

を利用するためには，原産地規則を満たす必要

違いなど，これまでの研究で分析されてこな

がある。この規則は FTA メンバー国外からの

かった問題についても分析を行う。

迂回輸出を防ぐためのものであるが，この規則

本稿は，FTA 利用の効果を企業・事業所レ

を満たすために，企業は調達先を「FTA メン

ベルで分析しているが，少なくとも三つの企業・

バー国内」に一定程度限定しなければならない。

事業所レベルの研究と関連していると言える。

例えば，在タイの日系企業がマレーシアや中国

第一に，FTA 利用の効果を企業レベルで分析

から基幹部品を調達し，それを用いて完成品を

している研究である。次節で詳述するように，

生産し，日本に輸出しているとする。このとき，

Hayakawa（2013，2015）などがこれに該当す

日タイ FTA の発効により，当該企業が日タイ

る。しかしながら，上述した通り，本稿ではこ

FTA の特恵関税率を利用しようとするなら

れらよりも分析フレームワークを単純にするこ

ば，輸出品が原産地規則を満たすように，マレー

とで，企業規模別での影響の違いなどについて

シアや中国からの調達を減少させ，タイ現地か

も分析を行う。また，本稿では調達行動に対す

らの調達に切り替えなければならなくなるかも

る影響を分析しているが，Hayakawa et al.

しれない。つまり，調達先を FTA メンバー国

（2018）では貿易価格に対する影響を分析して

外から，現地を含むメンバー国内に変更するこ

おり，FTA を利用し始めると（関税抜き）貿

とになり，メンバー間の貿易は拡大するものの，

易価格が上昇していることを明らかにしてい

企業の国際的生産ネットワークは局所化される

る。第二に，本稿では在 ASEAN 日系現地法

かもしれない。また，原産地規則を満たすため

人の調達行動を分析しているが，このように多

に，現地調達を増やしているならば，調達コス

国籍企業における調達行動を分析した研究とし

トの上昇につながり，FTA による利益を一部

て，Hanson, Mataloni, and Slaughter（2005）
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や Kiyota, Matsuura, Urata, and Wei（2008）

識をもち，北米自由貿易協定を対象として，最

が挙げられる。本稿ではとくに，FTA 利用が

終財における原産地規則の順守が，域外からの

調達行動に与える影響に注目している。第三に，

中間財輸入を減少させることを示している。本

本稿では FTA 利用の効果を分析しているが，

稿ではこのことを企業レベルで分析することに

Takahashi and Urata（2010）や Hayakawa et

なる。最後に，後述するように，本稿では累積

al.（2013a）
，Hayakawa（2015a）では，どうい

規定の利用についても分析するが，Augier et

う企業が FTA を利用しているのかを分析して

al.（2005）
，Bombarda and Gamberoni （2013）
，

おり，これらの研究とは補完的な関係にある。

Estevadeordal

and

Suominen（2008），

品目レベルのデータを用いた研究を含める

Hayakawa（2014）もまた品目レベルのデータ

と，さらに多くの研究と関連している。第一に，

を用いて累積規定の効果について実証的に分析

次節で紹介するように，FTA 利用のコストを計

を行っている。

測している研究がいくつか存在する（Francois

本稿の構成は以下の通りである。第二節では

et al., 2006; Hayakawa, 2011; Cherkashin et al,

関連研究を紹介する。第三節では本稿における

2015; Hayakawa et al., 2016）
。第二に，Cadot

分析フレームワークを提示し，関連研究との違

et al（2006）や Hayakawa et al.（2014）など

い に つ い て 明 確 に す る。 第 四 節 で は， 在

では，どういった品目でより特恵関税率が利用

ASEAN 日系現地法人の活動状況について概観

さ れ や す い か を 分 析 し て い る。 第 三 に，

する。第五節で推定結果を報告し，最後の第六

Conconi et al.（2018）は本稿と同様の問題意

節で結論を述べる。

Ⅱ．関連研究
本節では，FTA 利用が企業パフォーマンス

当該輸出品の関税番号が，当該輸出品を生産す

に与える影響を分析した研究について紹介す

るために投入された非原産材料の関税番号と異

る。前述した通り，分析に際して選択問題を考

なることを要求する。この際に，2 桁レベルの

慮する必要があるため，まず FTA 利用の選択

番号変更を求めるもの，4 桁レベルの番号変更

問題を分析した研究を紹介する。一般に，企業

を求めるもの，6 桁レベルの番号変更を求める

は輸出時に FTA 税率と MFN 税率のいずれを

ものなどがある。付加価値基準は，当該輸出品

用いるか，選択を迫られる。FTA 税率を用い

を構成する付加価値のうち，一定割合以上が輸

ることで，より低い関税支払いを行うことにな

出国で付与されていることを要求する。加工工

るが，そのためには輸出品が原産地規則を満た

程基準は，特定の生産・加工工程を輸出国で行

さなければならない。通常，原産地規則は品目

うことを要求するものである。こうした原産地

ごとに決められており，いくつかの規則のうち，

規則を満たすために調達先を現地に変更する必

いずれかに分類される。完全生産品とは，輸出

要があるならば，当初よりも調達コストが上昇

国内で完全に生産された製品である。非完全生

するかもしれない。

産品の場合，実質変更基準を満たす必要があり，

また，輸出品が原産地規則を満たしているこ

大別して関税番号変更基準，付加価値基準，加

とを証明するため，すなわち原産地証明書を入

工工程基準がある。またこれらの併用型，もし

手するために，様々な文書（総部品表，製造工

くは選択型も存在する。関税番号変更基準は，

程フロー図，生産指図書，製品在庫記録，帳簿，
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伝票，インボイス，契約書，請求書，支払記録

の大きい企業ほど，輸出時に特恵関税率を用い

書など）を揃える必要がある。そしてこうした

ていることが示されている。

文書収集・整理のため，システムの導入や担当

このように，FTA を利用する企業とそうで

部署の設置，スタッフの配置などが必要となる

ない企業は，本質的に異なる。このことを無視

かもしれない。こうした原産地証明書の取得及

して，FTA 利用前後における企業パフォーマ

び管理が，FTA 利用のための実質的な固定費

ンスを比較すると，FTA 利用の効果のみなら

用となる。実際，いくつかの研究では，こうし

ず，両者の本質的な違いをも含むことになる。

た固定費用は，関税等価率ベースで 3 から 5％

この選択問題は，いわゆる内生性の問題であり，

程度，絶対額ベースで数十万円に値することが

対処が必要となる。この問題に対処しながら

示されている（Francois et al., 2006; Hayakawa,

FTA 利 用 の 効 果 を 分 析 し た 研 究 と し て，

2011; Cherkashin et al, 2015; Hayakawa et al.,

Hayakawa（2015）が挙げられる。彼は本稿と

2016）
。例えば Hayakawa et al.（2016）は，中

同じデータを利用しながら，在 ASEAN 日系

国では 2 千 US ドル，オーストラリアでは 3 百

現地法人における，輸出時の FTA 利用が企業

US ドル，日本では千 US ドル程度の FTA 利用

パフォーマンスに与える影響を分析した。分析

固定費がかかっていることを示している。そし

は二段階からなり，一段階目では，企業規模を

て，関税支払いが節約されるというベネフィット

始めとした現地法人の各種特性をもとに，各現

が，これらコストを上回るならば，企業は FTA

地法人が FTA を利用する確率（Propensity）

税率を利用することになる。とくに輸出規模が

を計算する。二段階目では，FTA を利用する

大きい場合，節約される関税支払い分も大きく

確率が同程度である，実際に FTA を利用した

なる。このことから規模の大きい企業ほど，輸

現地法人とそうでない現地法人を対応させ，両

出時に FTA 税率を利用することが期待される。

者のパフォーマンス変化を調べる。FTA 利用

FTA を始めとした特恵制度の利用度の決定要

確率が同程度である現地法人同士を比較するこ

因を分析している実証研究は多い。基本的な決

とは，上記本質的な違いのない企業間を比較し

定要因として，MFN 税率と特恵関税率の差であ

ていることになる。この方法は，傾向スコア・

る特恵マージンと原産地規則が挙げられる。特

マッチング（Propensity Score Matching）と

恵マージンが大きいほど，上記ベネフィットは大

呼ばれている手法である。結果として，少なく

きくなり，原産地規則が厳しいほど，調達先を変

とも短期的には，FTA 利用は雇用や輸出拡大

更する必要が生じる。実際，Cadot et al.（2006）

につながっていないが，現地調達率を有意に上

や Hayakawa et al.（2014）により，特恵マージ

昇させていることを発見した。つまり FTA の

ンが大きいほど特恵利用率は高いこと，原産地

利用は，原産地規則を満たすために現地調達を

規則が厳しいほど特恵利用率は低いことが示さ

増やし，国際的生産ネットワークに負の影響を

れている。企業特性と FTA 利用という点では，

与えている。

雇用量で測った企業規模と FTA 利用の関係が
分析されている。Takahashi and Urata（2010）
は，経済産業研究所と日本商工会議所の共同サー
ベイの結果を用いており，東京，名古屋，大阪，
京都，神戸で操業を行っている企業を分析対象
としている。また，Hayakawa et al.（2013a）や
Hayakawa（2015a）は，本稿と同じデータを用
いており，在 ASEAN の日系現地法人を分析対
象としている。いずれの研究においても，規模
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Ⅲ．分析フレームワーク
本節では，在 ASEAN 日系現地法人におけ

から 1 の間の値をとることになる。そのため，

る FTA の利用が，現地調達率に与えた影響を

最 小 自 乗 法（OLS） の み な ら ず，Fractional

分析するためのフレームワークを議論する。一

logit モデルを用いた推定も行う。

般に，海外現地法人の調達先に関する理論的フ

本フレームワークは，差の差（Difference-in-

レ ー ム ワ ー ク は Hanson, Mataloni, and

differences）手法とみなすこともできる。すな

Slaughter（2005）に提示されており，現地，

わ ち，FTA を 利 用 し て い る 企 業 群（処 置 グ

母国など各調達先からの調達額シェアは，各調

ループ）と利用していない企業群（比較グルー

達元の中間財価格，要素価格に加え，当該現地

プ）を比較しながら，前者の FTA 利用前後に

法人の総産出額に依存することが示されてい

おける企業パフォーマンス変化を分析してい

る。 こ の 理 論 的 フ レ ー ム ワ ー ク を も と に，

る。そして，両グループ間の時間に対して不変

Hanson, Mataloni, and Slaughter（2005）は米

な特性は現地法人に関する固定効果によってと

系現地法人，Kiyota, Matsuura, Urata, and

らえられている。いずれにせよ，FTA 利用前

Wei（2008）は日系現地法人における調達行動

の時点において両グループ間で有意な特性差を

を実証的に分析している。FTA 利用に焦点を

有してはならず，すなわち FTA 利用ダミーが

当てているものの，本稿も海外現地法人の調達

誤差項と相関を持ってはいけない。しかしなが

行動を分析するため，本フレームワークを理論

ら，前節で述べたように，両グループ間では，

的基礎とする。

事前的に本質的な違いが存在するため，何らか

国 c に立地する日系現地法人 f による t 年の

の対処が必要となる。上述した通り，この問題

現地調達率に対する推定式は，以下のように与

に 対 処 す る た め，Hayakawa（2015） は

えられる。

Propensity Score Matching 手法を用いた。

現地調達率ft ＝αFTA 利用ダミーft

本稿では，データにおける特異な性質を用い

＋βln従業員数ft＋uf＋uct＋εft

ることで，選択問題に対処する。後述するよう

「FTA 利用ダミー」は日系現地法人 f が t 年

に，本稿で用いる調査では，各現地法人に対し

に FTA を利用しているならば 1 をとるダミー

て FTA 利用の有無を質問している。この質問

変数であり，「従業員数」は当該現地法人の総

に対する選択肢として，「利用している」，「現

従業員数である。理論的フレームワークとの対

在は利用していないが，利用を検討している」，

応は以下の通りである。現地法人の総産出額は，

「現在も今後も利用するつもりはない」が与え

従業員数によって代理されている。より本源的

られている。本稿の実証分析では，前者二つの

な 企 業 特 性 は， 現 地 法 人 に 関 す る 固 定 効 果

いずれかの回答をした現地法人に絞る。現在も

（uf）により捉えられている。その他の中間財

今後も利用するつもりのない企業は，明らかに

価格や現地要素価格は国×年の固定効果

前者二つの企業とは異なる。一方，利用を検討

（uct）である程度コントロールする。こうした

しているものの，現在は「たまたま」まだ利用

基本的な決定要因をコントロールしたうえで，

していない状態である企業は，現在既に利用し

本稿の関心変数である，FTA 利用の有無に関

ている企業と似通った特性を持っているはずで

するダミー変数を加える。現地調達率は総調達

ある。もしこれが正しいならば，両者のパフォー

額に占める現地調達額のシェアであるため，0

マンスを比較することによって，FTA 利用ダ
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ミーに対する推定値は一致性を持つことにな

時を分析対象とし，日本に輸出している現地法

る。このように，本稿では，分析対象を FTA

人に分析サンプルを絞る。日本を対象とするの

利用企業特性の観点から似通った現地法人に絞

は，日本向けに輸出している現地法人が多く，

ることで，選択問題に対処する。

分析に必要な十分な観測値数が得られるためで

第一節で述べた通り，分析に必要なデータは，

ある。また，既に日本向けに輸出している現地

在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査

法人に絞るのは，そうした現地法人とそうでな

（JETRO） か ら 入 手 す る。2010 年 か ら 2013

い現地法人の間の選択問題をコントロールする

年における，在 ASEAN 日系現地法人（製造

ためである。すなわち，輸出している企業とそ

業）を分析対象とする。本データの回答率は 5

うでない企業の間にも本源的な差が期待される

割程度であり，ASEAN では，海外事業活動基

ことから，そうした差が推定値に含まれるのを

本調査（経済産業省）に含まれる現地法人のお

防ぐため，既に日本向けに輸出している現地法

およそ半分をカバーしている。ただし，従業員

人に絞る。そして，上述の通り，日本向け輸出

数の平均値でみると，本データと海外事業活動

時に実際に FTA を利用している現地法人と，

基本調査はほとんど同じ値を示しており，海外

まだ利用していないが，利用を検討している現

事業活動基本調査と同程度，代表的なサンプル

地法人（Control group）に推定サンプルを絞

と言える。各 ASEAN 諸国から日本への輸出

る。

Ⅳ．在 ASEAN 日系現地法人における FTA 利用と現地調達率の概観
本 節 で は， 推 定 結 果 を 紹 介 す る 前 に， 在

出時の FTA 利用状況を示している。一列目に

ASEAN 日系現地法人の活動状況について概観

本調査における総現地法人数が示されており，

する。表 1 は，2013 年における，日本向け輸

タイが圧倒的に多くの日系製造業企業を引き付

表1

在 ASEAN 日系現地法人における FTA 利用状況（2013）
総現地法人数
うち日本への輸出あり
日本との FTA 利用実績

インドネシア
カンボジア
ラオス
ミャンマー
マレーシア
フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム
合計

なし

検討中

あり

142
15
13
3
189
99
60
481
195

64
9
5
2
56
58
13
206
104

34
6
2
2
34
41
4
106
49

9

21
3
3

5
6
1
36
23

17
11
8
64
32

1,197

517

278

80

159

（出所）在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（JETRO）
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けていることが分かる。それにベトナム，マレー

にはこうした現地法人はおらず，現在利用して

シア，インドネシアが続いており，一方，ミャ

いるか，もしくは現在も今後も利用する予定の

ンマーやラオス，カンボジアといった，いわゆ

ない現地法人のみである。

る CLM 諸国には依然として日系製造業企業の

次に，表 2 は 2013 年における調達先の内訳

進出が少ない。日本への輸出を行っている現地

（単純平均）を示している。ASEAN 全体では，

法人数についても同様の傾向が見られるが，イ

現地調達率が 4 割と最も高く，それに 3 割の日

ンドネシアやマレーシアからの輸出は，進出し

本，1 割のその他 ASEAN が続く。したがって，

ている現地法人数に比べると少ない。一方で，

調達先のほとんどが現地進出国と日本で占めら

ベトナムのみならず，フィリピンからも相対的

れる。両者はいずれも日本向け FTA において

に多くの輸出が見られる。こうした違いは，日

原産性を有する。すなわち，日本に FTA を用

本からの地理的距離や，当該国自身の市場規模

いて輸出する際に求められる原産地規則におい

と関連しているように見える。

ては，現地のみならず，日本からの調達品も原

FTA の利用状況について見ると，ASEAN

産材料と見なされる。次節で詳細に分析するよ

全体では，日本に輸出している現地法人の 3 割

うに，両者の相対的に高い調達シェアは，日本

が実際に FTA を利用している。15％程度が利

向け FTA の原産地規則を満たすために達成さ

用を検討中であり，残りの 5 割強が現在も今後

れているのかもしれない。国別に見ると，タイ

も利用する予定のない現地法人である。した

における現地調達率の高さが目立つ。これは，

がって，現在も今後も利用予定のない現地法人

表 1 に示されているように，タイには多くの日

が最も多く，それに現在利用している現地法人，

本企業が進出しており，集積を形成しているた

利用を検討している現地法人が続く。国別でみ

め，現地の日系企業からの調達が容易であるこ

ると，実際に利用している企業はやはりタイに

とによるに違いない。実際，進出数の少ない

多い。それにベトナム，インドネシアが続く。

CLM 諸国では，現地調達率が低く，日本やそ

これらの国でも，日本に輸出している現地法人

の他 ASEAN，中国からの調達が多い。

のうち，3 割程度が実際に FTA を利用してい

表 3 では，日本に輸出している現地法人に絞

ることを示している。現在は利用していないが，

り，調達先の内訳を日本との FTA 利用状況別

利用を検討している企業についても，タイ，ベ

に示したものである（平均値）。現地調達率に

トナムに多く存在している。一方，CLM 諸国

ついては，今後も利用予定のない現地法人にお

表2

在 ASEAN 日系現地法人における国別調達先（2013，％）

現地

日本

ASEAN

中国

その他
アジア

オセアニア

アメリカ

欧州

その他

インドネシア
カンボジア
ラオス
ミャンマー
マレーシア
フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム

37
12
11
3
36
26
34
50
31

32
17
19
43
24
38
22
30
36

13
39
43
22
10
10
14
4
11

4
24
23
32
5
7
7
6
10

5
6
4
0
6
7
4
4
6

0.4
0
0
0
0.2
1
0.3
0.4
0.3

1
0
0
0
0.4
1
1
1
1

1
0
1
0
2
2
0.3
1
1

1
2
0
0
2
0.5
1
1
0.2

合計

40

30

9

7

5

0.4

1

1

1

（出所）在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（JETRO）
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表3

在 ASEAN 日系現地法人における調達先：日本との FTA 利用状況別（2013，％）

現地
日本
ASEAN
中国
その他アジア
オセアニア
アメリカ
欧州
その他

なし

検討中

あり

44
34
8
5
5
0.1
0.4
1
1

48
32
10
4
3
0
1
0.3
1

49
28
6
4
5
1
2
1
2

（出所）在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（JETRO）

いて相対的に低くなっており，現在利用中，も

定の現地法人も，現在利用中の現地法人に比べ，

しくは今後利用予定の現地法人よりも 5％ポイ

高いシェアを示している。その他からの調達

ント程度低い。一方，日本からの調達シェアで

シェアには，それほど目立った違いが見られな

は，逆の傾向が見られ，現在も今後も利用予定

い。わずかに ASEAN からの調達シェアが，

のない現地法人において最も高い。今後利用予

現在利用中の現地法人において低い程度である。

Ⅴ．推定結果
本 節 で は， 推 定 結 果 を 報 告 す る。 表 4 は

ダミーの係数は正に有意に，従業員数の係数は

OLS による推定結果である。現地法人に関す

非有意に推定されている。したがって，FTA

る固定効果，国×年に関する固定効果の結果

利用により現地調達率が有意に上昇しているこ

は省略されている。「現地」は，現地調達率を

とが示された。とくに，FTA の利用開始によ

被説明変数とした推定結果であり，FTA 利用

り，現地調達率は 3.4％ポイント（=exp（0.033）

表4

FTA 利用ダミー
従業員数（対数値）
決定係数
観測値数

OLS による推定結果
現地

日本

ASEAN

0.033**
［0.017］
0.020
［0.046］

－0.076***
［0.027］
0.051
［0.041］

－0.022*
［0.012］
－0.007
［0.028］

0.8890
438

0.9182
438

0.8105
438

（注）＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ 1％，5％，10％有意を示す。現地法人に関する固
定効果，国×年に関する固定効果を加えている。カッコ内は一致標準
誤差を示す。
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−1）上昇している。FTA 利用前の調達先が最

を示している。この結果は，日本や ASEAN

適であるならば，現地調達率の上昇は調達コス

との生産ネットワークに対して負の影響を与え

トを上げ，FTA 利用によるベネフィットを一

ていることを意味する。また，従業員数の係数

部相殺することになる。また，現地調達率の上

はいずれも有意に推定されていない。

昇は，輸入調達率の低下を意味するため，国際

以上は OLS による推定結果であるが，同様

的生産ネットワークを縮小させていることにな

の分析を Fractional logit により推定した結果

る。

が表 5 に示されている。表 4 同様，FTA 利用

次に，現地調達率のみならず，日本からの調

は現地調達率を上昇させ，日本や ASEAN か

達シェア，その他 ASEAN 諸国からの調達シェ

らの輸入を減少させるという結果を示してい

アに対する影響も分析する。日本が締結してい

る。限界効果を計算すると，現地調達率は平均

る FTA では，原産地規則において累積が認め

的に 5.5% ポイント程度上昇していることが示

られている。これは，輸出国のみならず，同一

される。また，従業員数の係数は，日本からの

FTA メンバー国からの調達品も輸出国で生産

調達率においてのみ，有意な結果が得られてい

されたもの（つまり輸出国原産）と認められる

る。さらに，日本向け以外のいかなる FTA も

ルールである。日本からの調達品は日本向け輸

利 用 し て い な い 現 地 法 人 に 絞 っ た う え で，

出時の FTA 利用では原産性を有する。AJCEP

Fractional logit により推定した結果が表 6 に

利用時には，日本のみならず，その他 ASEAN

示されている。既にその他 FTA を利用してい

諸国からの調達品も原産性を有する。また，日

る現地法人は，そうでない現地法人に比べ，質

本との二国間 FTA でも，ASEAN 諸国で生産

的に異なることが期待されるため，そうした現

された調達品の累積が一部認められている。そ

地法人を推定サンプルから除いている。しかし

のため，これらの国々からの輸入品を累積させ

ながら，これまでと同様の結果を示しており，

ているならば，これらからの調達シェアも上昇

係数の絶対値はさらに大きくなっている。例え

しているかもしれない。これを分析するために，

ば，限界効果を計算すると，現地調達率は平均

表 4 の列「日本」，「ASEAN」では，それぞれ

的に 8.9％ポイント程度上昇していることが示

日本からの調達率，その他 ASEAN からの調

される。

達率を被説明変数とした推定を行っている。い

これまでの分析から，FTA 利用が現地調達

ずれも FTA 利用ダミーは負に有意に推定され

率を上昇させていることが明らかになったが，

ている。つまり，日本や ASEAN からの調達

現地調達の中には，現地地場企業からの調達も

品を増やしておらず，有意に減らしていること

あれば，
日系現地法人からの調達もある。
そこで，

表5

FTA 利用ダミー
従業員数（対数値）
対数疑似尤度比
観測値数

Fractional logit による推定結果
現地

日本

ASEAN

0.247***
［0.093］
0.117
［0.227］

－0.485***
［0.123］
0.420*
［0.235］

－0.381**
［0.158］
－0.106
［0.551］

－141.49
438

－128.24
438

－53.55
438

（注）＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ 1％，5％，10％有意を示す。現地法人に関する固
定効果，国×年に関する固定効果を加えている。カッコ内は一致標準
誤差を示す。
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表6

Fractional logit による推定結果：その他 FTA を利用していない現地法人

FTA 利用ダミー
従業員数（対数値）
対数疑似尤度比
観測値数

現地

日本

ASEAN

0.616***
［0.206］
－0.585
［0.402］

－0.677***
［0.231］
1.125**
［0.445］

－0.688*
［0.354］
－2.56
［3.505］

－42.21
137

－37.99
137

－10.94
137

（注）＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ 1％，5％，10％有意を示す。現地法人に関する固
定効果，国×年に関する固定効果を加えている。カッコ内は一致標準
誤差を示す。

実際にどの現地企業からの調達が上昇している

実際，アンケート調査の結果からも，累積制度

のかを調べるために，被説明変数を現地地場企

があまり用いられていない状況がうかがえる。

業からの調達，日系現地法人からの調達，その

『在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査

他企業からの調達に分けて推定を行う。これら

（JETRO）』 の 2014 年 度 結 果 に よ る と， 在

3 種類の調達シェアを足すと，これまでの現地

ASEAN 現地法人で日本に輸出時に FTA を利

調達率となる。Fractional logit による推定結果

用している 257 社中，累積を利用している現地

が表 7 に示されている。FTA 利用ダミーの係

法人は 16 社となっており，6％程度の利用にと

数はいずれも有意にならず，平均的には FTA

どまっている。相対的には，タイの現地法人に

の利用時に，特定の種類の企業からの調達を増

多く，半数の 8 社が利用している。表 1 に示さ

やしているわけではないことが分かる。つまり，

れているように，日本に輸出している現地法人

各企業は増やせるところを増やすことによって，

の 3 割が FTA を利用しているわけであるが，

現地調達全体を上昇させていると言える。

そのうちのわずかな現地法人のみが累積を利用

以上から，日本向け輸出時に，その他 FTA
メンバー国からでなく，現地での調達を増やす

していることになる。このように，累積の利用
は依然として進んでいない。

ことによって，原産地規則を満たそうとしてい

これには様々な理由が考えられよう。第一に，

る様子がうかがえる。つまり，平均的には累積

そもそも累積規定について認知していない可能

規定が利用されていないことが示されている。

性である。品目別の原産地規則に比べ，累積規

表7

Fractional logit による推定結果：現地調達の内訳

FTA 利用ダミー
従業員数（対数値）
対数疑似尤度比
観測値数

地場

日系

その他

0.226
［0.166］
－0.041
［0.404］

0.208
［0.163］
－0.345
［0.249］

－0.39
［0.511］
1.552＊＊
［0.602］

－90.99
434

－82.21
434

－23.18
434

（注）＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ 1％，5％，10％有意を示す。現地法人に関する固
定効果，国×年に関する固定効果を加えている。カッコ内は一致標準
誤差を示す。
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定は一般にはあまり知られていない。そのため，

日タイ FTA を用いて輸出する際に，日本から

原産地規則は現地調達のみを用いて満たされな

の調達品を累積させるためには，その調達品を

ければならないと誤解されている可能性があ

日タイ FTA を用いて輸入しなければならない。

る。 第 二 に， そ の 他 の 国 に 輸 出 す る 際 に も

別の言い方をすると，当該調達品の輸出業者に，

FTA を利用している場合，同時に複数の FTA

日本で原産地証明書を取得してもらわなければ

において原産性を有する調達先は現地調達のみ

ならない。欧州のような関税同盟であれば，一

で あ る こ と が 挙 げ ら れ る。 例 え ば， 日 タ イ

度域内に輸入された製品は域内を自由に無税で

FTA において原産性を有するのはタイ及び日

移動できるため，このような措置は必要ないが，

本原産の部材であり，ASEAN と中国の間の

ASEAN における協定は関税同盟ではなく，

FTA において原産性を有するのはタイ，中国，

ASEAN 各国が域外国に対して異なった関税率

及びその他 ASEAN である。これら FTA の両

を設定しているため，このような証明が必要と

方において原産性を有するのはタイのみであ

なる。こうした措置がない場合，ほとんど全て

る。したがって，同時に複数の FTA を利用し

の品目に対する MFN 税率がゼロのシンガポー

ようとする場合，現地調達のみを増加させる可

ルを経由して，ASEAN 域外国からの中間財が

能性がある。実際，Hayakawa（2013）は，本

輸入されることになるかもしれない。結局，大

稿と同じデータを用いて，複数の FTA を同時

企業など，当該調達品の輸出業者に強い交渉力

に利用している企業ほど，現地調達率が高いこ

がある企業のみが，原産地証明書取得の依頼を

とを示している。例えば，3 つ以上の FTA を

することができることになろう。つまり，大企

同時に利用している企業は，FTA を利用して

業ほど，累積を利用している可能性がある。

いない企業に比べ，6% 程度現地調達率が高い。

こ の 仮 説 を 検 証 す る た め に，FTA 利 用 ダ

また，7 つ以上の FTA を利用している企業は，

ミーと従業員規模との交差項を導入する。従業

20 から 30% も現地調達率が高い。しかしなが

員規模は，FTA 利用による効果を含むことを

ら，上述の通り，この可能性は表 6 における分

避けるために，サンプル期間内における各現地

析によって排除されている。

法人の初期時点の従業員規模を用いる。推定結

第三に，ASEAN における FTA では，他メ

果は表 8 に示されている。Fractional logit の

ンバーからの調達品を累積するために，当該輸

ような非線形推定をする際には，交差項の解釈

入品自身を FTA 税率を用いて輸入する必要が

が困難になるため，ここでは解釈を容易にする

ある点が挙げられる。例えば，タイから日本に

ために OLS を用いている。しかしながら，い

表8

交差項の導入（OLS）

FTA 利用ダミー
FTA 利用ダミー×従業員数（対数値，初期時点）
従業員数（対数値）
決定係数
観測値数

現地

日本

ASEAN

0.115*
［0.070］
－0.015
［0.012］
0.019
［0.045］

0.011
［0.109］
－0.016
［0.019］
0.05
［0.041］

－0.069
［0.057］
0.008
［0.009］
－0.006
［0.028］

0.8892
438

0.9185
438

0.8109
438

（注）＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ 1％，5％，10％有意を示す。現地法人に関する固定効果，国 × 年に関する固
定効果を加えている。カッコ内は一致標準誤差を示す。
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ずれのケースも交差項の係数は有意に推定され

定を行っても，交差項の係数は有意に推定され

ていない。ここには示していないが，表 6 同様，

ない。したがって，企業規模による要因も，累

他の FTA を利用している現地法人を除いて推

積が利用されない点を有意に説明できない。

Ⅵ．おわりに
本稿では，在 ASEAN 日系現地法人を対象

今後 RCEP が発効し，「FTA メンバー国」が

に，日本輸出時における FTA の利用が調達行

拡大することでこの問題が解消されるであろう

動に与える影響を実証的に分析した。分析結果

か。本稿の分析結果からも，累積規定が平均的

は以下の通りである。第一に，FTA 利用は有

には利用されていないことが示された。した

意に現地調達率を上昇させている。このことは，

がって，RCEP により FTA メンバー国が拡大

国際的生産ネットワークを局所化しているのみ

しても，企業は相変わらず現地調達のみに頼っ

ならず，現地調達が最適調達でないならば，調

て原産地規則を満たそうとするであろう。した

達 コ ス ト を 上 昇 さ せ，FTA 利 用 に よ る ベ ネ

がって，原産地規則の緩和や RCEP の締結だ

フィットを一部相殺していることを意味する。

けでは，FTA 利用が国際的生産ネットワーク

第二に，日本を始め，その他メンバー国内から

に与える負の影響は解消しない。

の調達は有意に減少している点である。このこ

結局のところ，より柔軟な原産地規則のもと

とは，累積規定が十分に利用されていないこと

で RCEP が発効したうえで，累積が利用され

を 示 唆 し て い る。 さ ら に， こ の 結 果 は 他 の

ることが重要である。前者は国家間の交渉によ

FTA を利用していない現地法人に絞っても観

るが，後者に対しては独自にできることもある。

察されるため，複数の FTA を同時に利用する

とくに，最も基本的でありながら，最も必要な

ために現地調達のみを増やしているわけでもな

のが累積制度の普及活動であろう。また，本稿

い。第三に，以上の結果において，企業規模に

の分析では交渉力に応じた累積利用に違いは見

応じた違いは見られない。したがって，輸出企

られなかったが，それでも中小企業における原

業の交渉力を原因として累積規定が使われてい

産地証明手続きのサポートは重要である。その

ない，というわけでもない。

ための施策を考えるうえで，例えば韓国におけ

こうした国際的生産ネットワークに与える負

る取組が参考になるかもしれない。宋・久野

の効果を緩和するためには，何が必要であろう

（2015）によると，韓国では，地域 FTA セン

か。まず複数の FTA を同時に利用するために

ター等の第三者機関が原産地確認書の内容や事

現地調達のみを増やしているならば，関税番号

実関係を検討，証明する制度を導入している。

変更基準と付加価値基準の選択基準に統一する

これは，国内下請け企業の原産地管理業務の支

など，原産地規則をより柔軟にすることで対応

援になるのみならず，大手輸出企業による下請

できる。実際，そうした効果が，タイから中国

け企業に対する過度な情報提供の要求の防止に

もしくは韓国に対する輸出を分析対象とした

もつながる。これによりメンバー国からの輸入

Hayakawa and Laksanapanyakul（2017）にお

中間財の原産性の確認が容易になれば，累積を

いて示されている。しかしながら，上述の通り，

利用しやすくなるであろう。こうして累積規定

複数の FTA を同時に利用するために現地調達

を使いこなすことにより，AJCEP 域内，そし

のみを増やしているわけでもない。それでは，

て将来的には RCEP 域内における国際的生産
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ネットワークをより拡大，深化させていくこと
が期待される。
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