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産業別実質実効為替レートの利用について
―名古屋港の電気機械産業輸出関数への応用の試み―

森 川 浩 一 郎

概要　�独 経済産業研究所が 近公表するようになった世界２５カ国の産業別実質実効為替レー

トは，たいへん有益な情報を与える。筆者はこのデータベースがまだ試作段階であった際に，

たまたま名古屋港の電気機械産業輸出関数にこのデータを用いて興味深い分析結果を得るこ

とができた（森川（２０１４））。そこで本研究では，新たな産業別実質実効為替レートの公表

データを用いて２０１６年までの月次の名古屋港電気機械産業輸出についての分析を試みる。
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in the world.　This paper tries to analyze the export of electronic machinery via the 
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１．は　じ　め　に

森川（２０１４）では，具体的な競争相手を想定して，名古屋港の輸出を産業別に分析した。

そこで述べた通り，韓国は自国経済に占める輸出の依存度がかなり高く，また主要な輸出

品目の構成が日本とかなり似通っていることから，とくに２０００年代以降の名古屋港の製造

業輸出と韓国からの製造業輸出の競合度はかなり高くなってきていると考えられる。そし

て直感的に考えてそれが も顕著に表れているのは，電気機械産業の輸出ではないか� と

いう想定に基づいて，２００５年から２０１２年までの月次データを用いて，そうした日韓の競合

関係を考慮した電気機械輸出関数を計測し，両国の競合度合いを表す変数が統計的に有意

であり，また名古屋港電気機械輸出の説明力もかなり高いという結論を得た。

そこで本研究は，上記の輸出関数について近年正式に公表されるようになった（独）経

済産業研究所の新たなデータ� を用いて同様の分析を行った。その際の森川（２０１４）との

変更点は，以下の二つである。

�� 　入手可能になった２００１年から２０１６年までの月次データを用いて分析する。

�� 　森川（２０１４）においては，名古屋港電気機械輸出の月次データには季節変動がある

かどうかよく分からなかったため，１１個の季節ダミーを用いて推定していた輸出関数につ

いて，季節ダミーに統計的に有意な変数が見つかっているため，本研究では X-１２ARIMA

（乗法）を用いてあらかじめ季節調整を施した名古屋港電気機械産業輸出のデータを用い

て分析を行った。

２．名古屋港の電気機械産業輸出関数

通常の対世界に対する輸出関数は，輸出量または実質輸出額を被説明変数とし，それを

価格効果を表す内外の輸出相対価格と，所得効果を表す変数（実質世界 GDP 等）によっ

て説明する。ただし月次データを用いた場合には，所得効果を表す適切な変数が存在しな
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�　「輸出入の構造変化」日本総合研究所（２０１４）参照。
�　世界２５カ国の実質実効為替レートについては，�独 経済産業研究所のホームページ https://www. 

rieti.go.jp/users/eeri/index.html#data に公表されている。この研究では，そこに公表されて
いるデータを用いた。またこのデータの作成方法については，佐藤・清水（２０１２），Sato, Shimizu, 
Shrestha and Zhang（２０１３），Sato, Shimizu, Shrestha and Zhang（２０１５）を参考にされた
い。



いため，森川（２０１４）においては，価格効果を表す変数のみを説明変数として用いて名古

屋港の対全世界電気機械輸出関数を推定した。そこでの推定期間は，当時の日本及び韓国

の電気機械産業実質実効為替レートが２００５年１月からしか入手できなかったため２００５年１

月から２０１２年１２月までである。また推定に用いた関数形は，以下のようなものであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 実質実効為替レート（電気機械・日本）
In（名古屋港電気機械輸出）＝α＋βln
　　　　　　　　　　　　　　　　　  実質実効為替レート（電気機械・韓国） 

前述のように実際の推定は，上式に１１個の季節ダミーの変数を追加したものを用いた。

そしてその推定結果は，比較的良いものであった。OLS 及び誤差項に１階の自己回帰過程

を仮定して推定した GLS を用いた両方において，いずれも自由度調整済みの決定係数は

０.８２以上であり，またβの係数推定値は有意水準１％で統計的に有意な負の値を計測した。

また OLS による推計では，二つの季節ダミー変数の係数推定値がそれぞれ有意水準１％，

５
　

 ％で統計的に有意となり，GLS による推計では，一つの季節ダミーの係数推定値が有意

水準１％で統計的に有意，二つの季節ダミー変数の係数推定値が有意水準５％で統計的に

有意に計測されたことから，名古屋港電気機械輸出の月次データの推移には季節変動要因

があると考えられる。

ところで（独）経済産業研究所の２５カ国産業別実質実効為替レートは， 近では２００１年

１月からの月次データを公表するようになった。また名古屋港の電気機械輸出量（重量

ベース�）の月次データについても，２００１年１月より入手できる。そこで本研究では，２００１

年１月から２０１６年１２月までの名古屋港の電気機械輸出量（重量ベース）に X-１２ARIMA

（乗法）で季節調整を施したデータを被説明変数として，前述の森川（２０１４）と同様の説

明変数を用いて名古屋港電気機械輸出関数の推計を行った。

まずは，いきなりデータを２０１６年１２月まで延ばすのではなく，はじめに①２００１年１月か

ら２０１０年１２月までの推定期間で森川（２０１４）と同様に OLS と誤差項に１階の自己相関を

仮定した GLS 推計による推計を行い，②次に推定期間の終期を順次１年ずつ延ばし，そ

れぞれ２０１１年１２月，２０１２年１２月，２０１３年１２月，２０１４年１２月，２０１５年１２月，２０１６年１２月まで

として，OLS と誤差項に１階の自己相関を仮定した GLS 推計による推計を行ってみた。
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�　港湾統計の特徴は，輸出入については，重量ベースのデータを公表していることである。なぜ
なら港湾にとって重要なのは，その取り扱い貨物の重量であり，またそれに対する港湾インフラ
の整備であるからである。確かに名古屋税関の統計を用いれば，名古屋港の産業別名目輸出額を
入手することができるが，これを用いて輸出関数を推定する場合には，そのデータを実質化する
ための適切なデフレーターの統計を入手することが困難である。



この推定結果をまとめたものが表１である。

これらの推定結果を見ると，まず OLS による推定では，価格効果を表すβの係数推定

値は，全推定期間において－１.３～－１.１程度の値を統計的に有意に計測しているが，推定

式にはすべての期間で誤差項に１階の系列相関が存在し，自由度推定済決定係数は，推定

期間の終期を２０１５年以降にした場合には，急激に低下している。

また誤差項に１階の自己相関を仮定した GLS による推定では，全期間で DW（ダービ

ン・ワトソン）統計量は改善し系列相関は存在しないが，係数βについては，推定の終期

を２０１２年以降にすると係数推定値の統計的有意性は失われる。良好な推定結果が得られた

期間におけるβの係数推定値（価格弾性値）は，－１.０～－０.９程度であり，森川（２０１４）

の分析結果とそれほど違いはない。さらに GLS による推定結果を見ると，有意水準１０％

で統計的に有意ではないとはいえ，２０１２年以降を推定期間の終期とした場合には，価格効

果の影響が急速に低下している。

これらのことをより詳しく分析するためには，二つの方向が考えられる。まず誤差項の

自己回帰過程がより一般的な場合を想定し GMM（一般モーメント法）を用いて推定する
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表１．

DW
�
R
 2ρのｐ値ρの推定値βのｐ値βの推定値推定方法推定期間

０.５３６**０.８１８――０.０００－１.３２１OLS～２０１０・１２

２.３４９０.９２００.００００.８２４０.０１３－０.９０２GLS

０.５１９**０.８２０――０.０００－１.２６４OLS～２０１１・１２

２.２３２０.９１６０.００００.７７００.０００－１.００１GLS

０.５５７**０.８３４――０.０００－１.３２１OLS～２０１２・１２

２.４１９０.９２３０.００００.９２４０.１７４－０.４７９GLS

０.３６８**０.７５３――０.０００－１.３１５OLS～２０１３・１２

２.４４３０.９２４０.００００.９３４０.１１３－０.３９２GLS

０.２３３**０.８３８――０.０００－１.２０７OLS～２０１４・１２

２.４４１０.９２７０.００００.９５００.１７４－０.２９１GLS

０.１５８**０.５０２――０.０００－１.１４８OLS～２０１５・１２

２.４４６０.９３１０.００００.９５４０.１９０－０.２６７GLS

０.１４６**０.４８５――０.０００－１.１６７OLS～２０１６・１２

２.４６００.９３５０.００００.９５５０.１４２－０.２８０GLS

注）DW の**は，誤差項の１階の自己相関係数についての帰無仮説ρ＝０が有意水準５％で棄却され
たことを示す。



方向である。しかし良好な推定結果が得られていたものについて，推定期間を１年延ばし

ていったことで誤差項の自己回帰過程がより複雑なものに変化すると考えることは，解釈

が難しい。そう考えるよりは，OLS による推定結果において DW 統計量と自由度修正済

決定係数が推定期間の終期を延ばすほど低下していることを考慮すると，むしろ何か重要

説明変数を落として推定したため，その効果が誤差項に現れたと考える方が自然である。

しかしもしそうであると考えても，月次データで追加可能な適切な変数のデータを見いだ

すのは難しい。そこで次に構造変化ダミーを表す変数を追加して，推定を行うことにする。

そこで前述の名古屋港電気機械輸出関数に，２０１２年１月から各推定期間の終期までを１，

他の期間をゼロとするダミー変数を追加した推定を試みる。そしてその後にこの構造変化

が何によるものであるかについて考察することにする。そこで２００１年１月からそれぞれ

２０１２年１２月，２０１３年１２月，２０１４年１２月，２０１５年１２月，２０１６年１２月を終期とする推定期間で

の輸出関数を，誤差項に１階の自己回帰過程を仮定した GLS によって推定した結果をま

とめたものが，表２である。

この表を見ると，どの推定期間の推定結果についても説明力は高く，誤差項の系列相関

もない。またβの係数推定値に関してもすべての推定期間にいて有意水準１０％で統計的に

有意である。また新たに導入した２０１２年１月から推定期間の終期までを１とする構造変化

を表すダミー変数の係数についても，全期間において有意水準１％で統計的に有意にマイ

ナスの値を計測しており，すべての推定期間において安定した値をとっている。またこう

した良好な推定結果の中で興味深いのは，価格効果を弾性値の形で表現したβの影響力が，

推定期間の終期が後になるほど小さくなっていっていることである。そこで次節では，こ

こで用いた構造変化ダミー変数の経済的意味と，日韓の競合度合いを表す価格弾性値が変

化した要因について考察することにする。
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表２．

DW�
R
 2

ダミー変数の

ｐ値

ダミー変数

係数推定値
ρのｐ値ρの推定値βのｐ値βの推定値推定期間

２.２２６０.９２８０.００２－０.２２６０.００００.７７６０.０００－０.９６７～２０１２・１２

２.２９００.９２７０.０００－０.２６４０.００００.８１２０.００５－０.８４３～２０１３・１２

２.３８２０.９３１０.００３－０.２５８０.００００.９０４０.０９９－０.５００～２０１４・１２

２.３９２０.９３８０.００２－０.２５９０.００００.９１４０.０９１－０.４１４～２０１５・１２

２.４６１０.９３８０.００１－０.２６４０.００００.９１００.００１－０.２６４～２０１６・１２



３．２０１０年代における構造変化と 

日韓の競合度合いの低下に関する考察

名古屋港の電気機械輸出を２０１２年以降に下方に押し下げた要因が何であるかを厳密に分

析するには，名古屋電気機械輸出の品目をより細かく分けて，それらの推移を見る必要が

ある。港湾当局である名古屋港管理組合はそれに関する情報を持っているが，さらなる品

目細分化したデータについては，品目によってはその製造企業や場合によっては製造工場

まで特定されてしまう恐れがあるため，非公表となっている。従って研究者としてできる

ことには限界がある。

推測される理由の一つは，電気機械製品の港湾を通じた輸出から航空貨物としての輸出

への転換である。名古屋港から航空貨物へのシフトを考える場合，すべてが中部国際空港

を利用する訳ではなく，一部は関西国際空港や成田空港を利用するものもあると考えられ

るが，名古屋税関の統計を見てみると，中部国際空港からの輸出が，２０１２年から１３年には

金額ベースで１１.４％，２０１３年から１４年には１３.２％，２０１４年から１５年にかけては１９.４％と３年

連続で大きな伸びを示していることは，こうした考えの一つの根拠となり得る情報である。

名古屋税関統計に掲載されている電気機械産業製品品目のうち比較的軽量化が可能な「電

気回路等の機器」，「音響・映像機器（含部品）」，「通信機」，「家庭用電気機器」，「半導体

等電子部品」などの輸出動向を詳しく調べていけば，ある程度の分析は可能かもしれない。

またβの係数推定値は，前述の推定式の定義により，日本の電気機械産業実効実質レー

トが１％増価するか，あるいは韓国の電気機械実効実質為替レートが１％減価した際に，

何％名古屋港からの輸出が何％減少するのかを表す弾性値である。前節の分析において，

２０１３年以降のデータを追加すると，この影響力が顕著に低下していることが分かった。こ

のことは日韓の輸出の競合度が２０１３年以降減少していることを表しているとも考えられる

が，この背景には，何があるのであろうか。

韓国の電気機械の輸出競争力が近年相対的に上昇していることは，直感的に理解できる。

民生用の完成品については確かにそうであろう。しかし産業用の電気機械製品等について

は，もちろん詳細な分析が必要になるが，必ずしもそれほど大きな競争力の変化があった

訳ではないのではないだろうか。また民生用の完成品であり，韓国が相対的に強い競争力

を持つ例えば液晶テレビや携帯電話機器については，軽量なためもともと航空輸送を用い

た輸送が主であり，港湾統計では従来からその動向を捉えていない可能性が高い。
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一つ考えられることは，例えば民生用製品輸出と産業用製品輸出において，日韓（正確

には名古屋港輸出と韓国輸出）の間で何らかの棲み分けが進展してきた可能性である。そ

うすればβで表される価格効果の影響力は低下する可能性がある。しかしながらこれも推

測の域を出ない。いずれにしても今後より詳細な分析が必要である。

結論と今後の課題

この研究は，近年公表されるようになった�独 経済産業研究所の国別・産業別実質実効為

替レートを，名古屋港の電気機械輸出の動向分析に応用したものである。その結果として

以下の結論が得られた。

①　少なくとも２０１１年末までは，日韓の電気機械実質実効為替レートは，名古屋港の電気

機械輸出の動向を決める主要な要因であった。

②　しかし２０１２年以降は，このことに変化が見られる。

③　２０１２年以降に名古屋港の電気機械輸出関数に構造変化が生じていたとする仮説は，統

計的有意に確認された。

④　③のような仮説を置いた場合，日韓の電気機械実質実効為替レートは，依然として統

計的に有意に計測されるが，その影響力は徐々に低下している。

今後の課題としては，上述の構造変化の要因は何であるのかをより詳しく分析すること

である。そのためには，名古屋港電気機械輸出の品目をより細分化して研究を行うことが

必要である。しかし前述のように名古屋港港湾当局は，公表している統計を作成する過程

で用いるそのような細分化された統計を持っているが，守秘義務がありそれを公表するこ

とができない。従って学術的な分析には限界がある。しかしこの研究を参考にして名古屋

港湾当局が独自に分析を進めることは可能である。従ってこの研究は，港湾当局がそのよ

うな分析を進めることの有用性の論拠となるものであり，それについてこのような研究の

形で記録に留めることには意味があると筆者は考える。

もし今後名古屋港湾当局が上述の分析をさらに進めれば，おそらく内部資料のような形

でそれを残すことは可能であろう。ただしそれは公表できないので，研究者として学術的

な評価を得ることは不可能である。このように今日の現実の経済社会とアカデミックな研

究との間には，少なからずギャップがある。すなわち重要な研究をしてもデータが非公表

のためにアカデミックな研究業績に繋がらない分野は多数存在する。筆者はかつて�電力

中央研究所に研究者として勤務していたため，例えば原子力関係の研究では，一般に公表

産業別実質実効為替レートの利用について（森川）
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できない重要な研究が多数存在することを知っている。かといってそのような研究が過小

評価されるべきではないし，そのような研究の重要性が社会的にもっと認識されるべきで

あると考える。

近年経済学の学問体系があまりに制度化され，学術専門的なジャーナルに掲載されるこ

とが至上主義であるかのごとくまるで錦の御旗のように掲げる輩は，筆者が所属する大学・

学部でも残念ながら多いようである。筆者はジャーナルに掲載された研究を評価するし，

かつては自らもそのような分野においてある程度の成果を残した。しかし一研究者として

そのような研究をいつまでも続けることにはやや疑問を感じる�。それが本当の意味で社

会貢献なのであるかどうかを再考する必要があると感じるし，筆者はただこの研究が，名

古屋港湾当局が整備計画等を策定するにあたって参考となることを願ってこの研究ノート

を執筆する意思決定を行ったにすぎない。
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