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1. Introduction 

 本研究の目的 
 

ＰＳＤ（Private Sector Development）の観点か
ら、移行経済地域への海外直接投資（ＦＤＩ）流入が、
現地経済に対して持つインパクトを測る。その際、企
業を分析の主体として扱う。(MNEs,SMEs) 

 
 問題意識 

ＦＤＩ流入は受入国の経済成長に結びつくことが先行研究
により示唆されている中、南西バルカンにおいてはＦＤＩ
流入額・経済成長ともに伸び悩み。また同地域は失業率が
高い。これらの視点からのMNEs/SMEs別の分析がない。 
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1. Introduction 
 本研究の付加価値 

 MNEs/SMEs別の企業活動の経済波及効果を分析することで 

  ①なぜ同地域でのＦＤＩ流入が増加しないのか 

  ②なぜ経済成長が伸び悩んでいるのか 

  ③なぜ失業率が高止まりしているかを分析可能 

 研究対象地域 

 南西バルカン地域の移行経済の国家のなかで、一人当たり所
得の低いアルバニア・マケドニア・ボスニアヘルツェゴビナを
対象 



1. Introduction business obstacles  

  アルバニア 4,406$ ※一人当たりGNI （2016年 WDI） 

Enterprise survey (2013) 



1. Introduction business obstacles 
 

ボスニアヘルツェゴビナ 4,770$ ※一人当たりGNI （2016年 WDI） 

Enterprise survey (2013) 



1. Introduction business obstacles  

  マケドニア 5,070$ ※一人当たりGNI （2016年 WDI） 

Enterprise survey (2013) 



1. Introduction business obstacles 
rank on the ease of doing business (2013) 



2. Previous works and backgrounds  

◎Dunning(1981) 

 直接投資の動機を研究 

  OLI(Ownership, Location, Internalization)理論 

 
 Ownership(所有) 

  知的資本を所有しその海外移転により優位に立てる場合 

 Location(立地) 

  自国での生産より海外での生産のほうが優位に立てる場合 

 Internalization advantage(内部化) 

  生産委託（ライセンシング）より海外生産を内部化しコント   

  ロールするほうが利益が見込める場合 



2. Previous works and backgrounds  
◎ＯＥＣＤ(2002) 

 開発途上の国の経済に対しＦＤＩが及ぼす影響 

 １．海外直接投資の流入 

 ２．海外からの技術移転 

 ３．人的資本の形成が促される 

 ４．国際貿易ネットワークへの統合が進展 

 ５．競争がより活発なビジネス環境の誕生 

 ６．国内企業が競争力をつける 

        ↓ 

   被投資国の経済成長につながる    



2. Previous works and backgrounds  

◎Helpman, E.(2006) 

 貿易・投資論（特に理論面）研究における近年のモデル系譜 

 Krugman, P(1980) 

    ・新貿易理論 

   企業の均質性、独占的競争、収穫逓減、多様性選好、氷塊型輸送費用 

 Melits, Marc J.(2003) 

 ・新々貿易理論 （異質な企業理論） 

   企業の異質性を考慮した点で画期的。 



2. Previous works and backgrounds  

◎Murat et al(2015) 

  

 マケドニアの失業率と経済成長に関する分析 

マケドニアの失業問題は構造的問題 

非正規雇用が四分の一を占めるとみられる 

労働市場でのミスマッチ 

地理的な不均衡 

経済サイクルで説明困難 



3. The analytical method and the model 

  分析モデル（マクロ） 

 Qaiser(2011), Bevan and Estrin(2004)のモデルを起点 

 直近１5年間分のデータをプーリング→パネル変換 

 データ欠損値→ベクトル自己回帰モデルによる推定値作成 

  UNEit+n = α + β1FDIit + β2ODAit + β3INFit + β4REMit + β5MIGit + β6DCit + εit 

   GDPit+n = α + β1UNEit + β2FDIit + β3ODAit + β4INFit + β5REMit + β6MIGit + β7DCit + εit 

     lnFDIijt+n = α +β1lnGDPit +β2lnGDPjt +β3lnDISijt +β4lnODAijt +β5lnMIGijt +β6CRDijt  

                            +β7ITDijt + εijt 

 

  分析モデル（ミクロ） 

 Murat et al(2015),Vasile et al(2015)をもとに模索中 



3. The analytical method and the model 
  UNE    → 労働力人口に占める失業率 （ILO推定） 

  FDI   → 海外直接投資フロー （GDPに占める％） 

   ODA    → 政府開発援助 （人口一人当たり） 

   INF   → インフレ率、年次 

   REM    → 個人による送金受領 （GDPに占める％） 

   MIG    → 移民数 

   DC      → 国内信用(民間企業のもの、ＧＤＰに占める％) 

      DIS     → 地理的距離 

      CRD    → 二国間主流宗教共通性 （ダミー） 

  ITD     → 二国間投資協定有無 （ダミー） 

 データソース 

 Organisation for Economic Co-operation and Development 

World Bank, International Finance Corporation 

  →Doing Business (被投資国ビジネス環境変数) 

  →Enterprise Surveys (個別企業詳細データ) 



3. The analytical method and the model 
Dependent variable FDI 

Country aggregated Albania BiH Macedonia 

Partial regression coefficient - - - 

   (a) GDPi 2.5923** 1.4477** 6.2373** 

  [0.6506] [0.4425] [0.8074] 

   (b) GDPj 0.4783 0.0430 -0.3252** 

  [0.2944] [0.2304] [0.1040] 

   (c) DIS -2.2002* -1.0735 -3.3549** 

  [0.8857] [0.8320] [0.4583] 

   (d) ODA 0.5633** -0.0432 0.2180* 

  [0.1790] [0.1325] [0.0846] 

   (e) EMI 0.1839 0.6101** -0.0940 

  [0.1717] [0.0736] [0.0770] 

   (f) CRD     -0.1434 

      [0.6041] 

   (g) ITD -1.7391 1.3568 0.5060 

  [1.5429] [0.4300] [0.4974] 

Constant -53.8365 -25.4465 -105.6416 

R square 0.7207 0.8236 0.8328 

Adjusted R square 0.6974 0.7999 0.8156 

No. of obs. 92 60 76 

Degree of freedom 91 59 75 

* represents P value under 0.05. ** represents P value 

under 0.01. Standard errors in [brackets]. 

三カ国ごとにＦＤＩの重力方程式のモデルを回帰し
た結果、マケドニアで伝統的な重力方程式を支持す
る結果が得られた。アルバニア・ボスニアにおいて
も現地経済規模、地理的距離での相関が確認された。 

その一方、現地の社会環境を表すＣＲＤについては
一致するデータの不在により分析ができなかった。 

また、投資協定の締結のみでは実際の企業活動への
影響は見られない結果となっている。 



5. 方針 

  マクロ 

 分析モデルの精査 

  

ミクロ 

企業単位データ（生データ）の入
手→済 

企業単位データでの回帰分析モデ
ルの設定（先行研究） 
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