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研究背景・問題意識・研究目的

1992 年、中国と韓国は外交関係を結んだ。その後、両国間の貿易が速いテンポで拡大してきている。

UN Comtrade のデータによると、2017 年、韓国は中国の第 4 位輸出相手国、第 1 位輸入相手国となっ

ている。中国は韓国の最大の輸出入相手国となっている。また、2015 年 12 月 20 日に中韓自由貿易協

定が発効された。いうまでもなく、FTA は今後の両国貿易の更なる進展を促進する。したがって、両国

の貿易構造の現状と変化を分析することが必要とされている。

近年の世界貿易において、伝統的な産業間貿易に対して産業内貿易という貿易方式が重要になって

いる。産業内貿易に関する理論的・実証的研究も活発に行われている。中韓両国間においても、産業

内貿易の割合が高くなってきており、その貿易に占めるシェアは産業間貿易を上回った。産業内貿易

は両国貿易に影響を及ぼす重要な要因となっている。中韓両国の貿易に関して、産業内貿易に関する

研究が不可欠だと考える。さらに、中韓両国の比較優位や分業体制の変化、両国貿易の競合性と補完

性に関する分析を通じて、中韓貿易構造の変容と貿易関係を明らかにすることも重要である。

中韓貿易構造に関する先行研究は、主に製造業や工業製品を対象として、SITC(国連の標準国際貿易

商品分類)分類方法に基づく研究が行われてきた。しかし、工業製品、製造業以外の各製品・サービス

も両国貿易に重要な影響を及ぼす。特に、近年の世界貿易において、サービス貿易の重要性は高まっ

ている。そのため、中韓間サービス貿易の現状と変化に関する分析も不可欠だと考えられる。

HS 分類方法による中韓貿易構造に関する研究は少ない。SITC 分類と比べて、HS 分類方法による産業

の分類は詳しい。また、各国税関が輸出入製品を記録するとき利用している分類方法であるため、各

国貿易の状況を実態に即して捉えることができる。

以上のような背景と問題意識に基づいて、本研究の目的は 2 点にまとめられる。1 つ目は、中韓間

HS 分類による各部製品と EBOPS 分類による各サービス財の貿易現状を分析することで、両国貿易構造

の変容を明らかにしたい。2 つ目は、中国と韓国の産業内貿易の発展状況とその決定要因を考察したい。

研究方法

まず、中韓間製品とサービス財の貿易に関する現状と変化を分析するため、中韓両国各製品とサー

ビス財の比較優位指数、特化係数を計算する。中国と韓国の貿易競争力あるいは比較優位、国際分業

における位置に関する現状と変化を分析し両国貿易構造の変化と特徴を明らかにする。

中韓貿易において、製品貿易はサービス財貿易より圧倒的に比重が高い。また、産業内貿易は中韓

間においてますます重要になっている。そのため、中韓製品貿易の産業内貿易の現状と変化、産業内

貿易の決定要因を検討するため、各製品の産業内貿易指数(GL 指数)を計算し中韓製品貿易の産業内貿

易の変容を明らかにする。さらに、中韓製品貿易の産業内指数の全産業平均値と HS 分類による HS16

「機械類及び電気機器など」という製品の産業内貿易指数を従属変数として、海外直接投資、為替レ

ート、両国要素賦存の違い、両国の経済規模、両国研究開発支出の差、中韓 FTA の有無、両国の WTO

への加盟という要素を独立変数として、回帰分析を行い中韓産業内貿易の決定要因を検証する。

主要な結果

第 1に、中韓製品・サービス財の貿易現状を分析し、両国貿易構造の変容を明らかにした。主な結

果は以下の 7点にまとめられる。

①中国と韓国はお互いの重要な貿易相手国となっている。中韓間製品貿易、サービス財貿易は成長し

てきた。また、サービス貿易と比べて、製品貿易が圧倒的な比重を有する。

②中韓製品輸出・輸入の構成はともに高付加価値化している。また、中国対韓国の貿易赤字は主に高

付加価値製品から生じた。即ち、高付加価値製品において韓国と比べて、中国は比較劣位にある。
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③中韓サービス貿易における中国対韓国輸出の主要項目は 1「運輸」、2「旅行」、9「その他ビジネスサ

ービス」であり、輸入される主要なサービス財は 1「運輸」、2「旅行」、8「特許使用料・ライセンス

料」であり、サンプル期間を通じてあまり変化がなかった。また、全体的にみれば、中国対韓国の

サービス財貿易において中国の競争力は弱く、優位性を有していない。

④製品の RCA 指数の計測を通して、世界市場において、中国の輸出競争力は依然として主に低付加価

値な軽工業製品から生じていることが示された。しかし、中国の低付加価値な製品の競争力は低下

して、いくつかの技術や資本集約的な工業製品の競争力が上昇している。それに対し、世界市場に

おいて、韓国の輸出競争力は主に技術・資本集約的な製品に集中している。中韓両国は世界市場に

対して、補完的な貿易関係の特徴を持っているが、製品によっては競合性の特徴も現れている。

⑤サービス財の RCA 指数の計測を通して、中国と韓国の一部サービス財の輸出競争力が高まっている

ことが示された。ただし、全体的からみれば、両国のサービス財の輸出競争力はまだ弱いと考えら

れる。中韓両国サービス財の競合的関係は弱いと考えられる。

⑥製品の貿易特化係数の計測を通して、高付加価値製品において、中国は韓国に対する比較劣位にあ

ったこと、また、韓国市場に対してそれら製品の輸出競争力が高まっている。

⑦サービス財の貿易特化係数の計測を通して、韓国市場に対して、中国のサービス財は競争力が低い。

製品と比べ、中国のサービス財はまだ初期段階にあり、比較劣位にあると考えられる。

第 2 に、中韓産業内貿易の発展状況とその決定要因の考察から得られた主な結論は以下の 5 点にま

とめられる。

①中韓間において、資源集約的な初級製品や低付加価値な軽工業製品などは主に産業間貿易が行われ

ている。付加価値が比較的高い製品は主に産業内貿易が行われている。

②1994 年から中韓 GL 指数の全産業平均値は 0.5 を上回った。中韓間では産業内貿易が活発に行われて

いたと考えられる。しかし、GL 指数の値は 0.7 以下に留まっていたので、高度な産業内貿易に達し

ておらず、今後一層の進展が生じる可能性がある。

③中韓産業内貿易は垂直的産業内貿易を中心として行われている。垂直的分業において、中国は低付

加価値な生産段階にあったと考えられる。

④中韓の産業内貿易の決定要因について、韓国から中国への海外直接投資が増えるほど、中韓産業内

貿易は活発になる。韓国の WTO への加盟は中韓産業内貿易を促進した。両国 R&D 支出の差が大きい

ほど、産業内貿易が減少する。中国の WTO への加盟は中韓産業内貿易に負の影響を与える。

⑤HS16 の産業内貿易の決定要因について、中韓両国の市場規模が大きいほど、HS16 の産業内貿易は活

発になる。韓国の WTO への加盟は HS16 の産業内貿易を促進した。両国 R&D 支出の差が大きいほど、

HS16 の産業内貿易が減少する。中国の WTO への加盟は負の影響を与える。
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外国人単純労働者受け入れが新規高卒賃金に与える影響 

--都道府県パネルデータによる計量分析-- 

 

国際政治経済論講座 

B8KM1014・謝妍 

 

１、 はじめに 

 現在の日本において、少子高齢化が深刻になっており、人手不足が大きな問題になっている。対応策の一つと

して外国人労働力の活用が求められている。ところが、現在の日本政府は専門知識・技術を有する高度人材を積

極的に受け入れるが、単純労働力としての外国人を受け入れない一方、外国人研修・技能実習制度の導入により、

研修生・技能実習生の名目での受け入れを行ってきた。今後単純労働者も含めて外国人労働者の受け入れを検討

するべきではないかと考えられる。 

 

２、 研究目的と意義 

 日本において外国人単純労働者についての実証的研究が極めて少ない。大きな理由の一つは、外国人単純労働

者に関する就業状況や労働条件などのデータはほとんど整備されていないことである。本論文では、都道府県別

外国人技能実習生と日本人新規高卒者の代替関係を考察し、外国人単純労働者が日本人新規高卒者の初任賃金

に与える影響を実証的に検証することを試みた。本論文は今後外国人単純労働者の受け入れに対する一部の政

策制限の緩和に政策的な示唆を提供すると考えられる。 

 

３、 仮説 

 労働経済学の理論から見れば、単純労働者の受け入れは受入国にとって利益である。実証的先行研究から見れ

ば、コンセンサスがないため、仮説を 3点立ててみた。 

 仮説 1 外国人技能実習生が日本人新規高卒者の初任賃金に与える影響が正であれば： 

 単純労働者の受け入れが増加すると、同等技能を持つ自国民は、コミュニケーション能力が要求される相対的

に高賃金の職業に移行するため、新規高卒者の賃金は上昇する。 

 仮説 2 外国人技能実習生が日本人新規高卒者の初任賃金に与える影響は小さい。 

 仮説 3 外国人技能実習生が日本人新規高卒者の初任賃金に与える影響が負であれば： 

 同じ職業で競合するため、新規高卒の賃金へ負の効果をもたらす。 

 

４、 実証分析 

 上記の仮説を検証するために、実証分析を行った。まず、「技能実習」の在留資格が新設された後のデータを

用いた（分析 1）。次に、予測したデータを含めたデータを用いた（分析 2）。最後に、ダミー変数を加えたモデ

ルを用いた（分析 3）。これから分析結果を説明する。 

 ①分析 2 と分析 3 の実証モデルはダミー変数を入れるかどうかの区別であり、分析 3 のダミー変数が有意で

あるため、以下分析 1と分析3を比較し、分析結果を説明する。 

 ②分析 1では機械・金属業の単純労働者比率の係数は有意に正となり、日本人新規高卒者の初任賃金に正の効

果をもたらすことがわかった。分析 3では機械・金属業、ゴム・プラスチック業の単純労働者比率の係数は有意

に正となり、日本人新規高卒者の初任賃金に正の効果をもたらすことがわかった。 

 機械・金属業とゴム・プラスチック業においては、労働条件が劣悪である一方、機械オペレーターなど単純な

作業内容が多く、高いコミュニケーション能力が要求されない。そのため、日本人の高卒者はコミュニケーショ

ン能力が要求される相対的に高賃金の職業に移行し、そのかわりに外国人技能実習生の受け入れが機械・金属業

とゴム・プラスチック業で増加したことが示唆される。しかし現在、プラスチックゴミ問題は地球環境問題の一

つとして注目されている。使い捨てプラスチック製品の使用削減に向けた取組は世界各国で進められているた

め、ゴム・プラスチック業において外国人技能実習生の受け入れが日本人新規高卒者に与える影響が弱くなって

いる。 

 ③分析 1では食料品製造業、建設業の単純労働者比率の係数は有意に負となり、日本人新規高卒者の初任賃金

に負の効果をもたらすことがわかった。分析 3では建設業の単純労働者比率の係数は有意に負となり、日本人新
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規高卒者の初任賃金に負の効果をもたらすことがわかった。 

 建設業において、東日本大震災の復興工事と 2020年の東京オリンピックの影響で労働力の需要が高まり、賃

金が上昇した。外国人技能実習生と日本人新規高卒者が競合するため、外国人技能実習生の受け入れが増加する

と、新規高卒者の賃金へ負の効果がもたらされる。 

 食料品製造業において、2013 年に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産として登録さ

れ、その後労働力の需要が極めて高くなり、建設業と同様に、日本人の新規高卒者と外国人技能実習生は競争し

合っている。 

 ④分析 1・分析 3において、衣服・繊維業、農業、漁業の単純労働者比率の係数は有意ではない。 

 衣服・繊維産業において、外国人技能実習生に対する法令違反（最低賃金・割増賃金等の不払い、違法な時間

外労働等）が多く指摘されており、業種別の不正行為では約半数を占めている。日本人の待遇と違うため、外国

人技能実習生の受け入れは増加しているにもかかわらず、日本人新規高卒者の賃金に与える影響が小さい。 

 農業において、人手不足の問題が深刻になっている。近年外国人技能実習生の雇用を対策の一つとして求めら

れているが、従来は積極的ではなかった。言葉や文化の壁があるため、高齢者の農家にとって外国人技能実習生

の雇用は難しい。農業の労働力市場で、外国人技能実習生の雇用が需要側から制限されていたとともに、日本の

若者数が少なくなるため、外国人技能実習生が日本人新規高卒者の初任賃金に与える影響が小さい。 

 漁業において、外国人技能実習生の受け入れ人数が広島県以外極めて少ないため、分析上日本人新規高卒者の

初任賃金に与える影響が小さいという結果が得られた。外国人技能実習生の雇用に依存していないにもかかわ

らず、担い手不足で漁業漁獲量が減少している趨勢が明確と言えない。 

 

５、 考察 

 日本政府が外国人労働者の受け入れに対して慎重になる理由の一つは、日本人労働者の就業機会を減少させ

るおそれがあることである。分析結果から見れば、外国人技能実習生の受け入れが増加すると、新規高卒の賃金

へ負の効果をもたらす業種は建設業と食料品製造業である。人手不足による労働需要の高まりから外国人技能

実習生が雇用されているため、日本人労働者の就業機会が減少しているわけではない。ほかの業種において、外

国人技能実習生の受け入れが増加すると、新規高卒者の初任給に正の効果をもたらすか、また影響が小さい結論

が得られた。本論文は今後外国人単純労働者の受け入れに対する一部の政策制限の緩和に政策的な示唆を提供

すると考えられる。 

 本論文の実証分析は、データの制約により外国人技能実習生の年齢と学歴の影響を考慮できていない。より精

緻なデータを用いた今後の研究が求められる。 
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北朝鮮外交政策の変容 

--国家指導者の政治思想と外交政策-- 

 

国際政治経済論講座 

B8KM1015 張亦弛 

 

研究の目的 

 

2018 年 6 月 12 日に、トランプ米国大統領と朝鮮労働党委員長金正恩は、シンガポールで会

談を行い、『米朝共同声明』に署名した。共同声明は「新たな米朝関係の確立」「朝鮮半島の平

和体制の構築」「完全な非核化」等を宣言する。この会談は史上初の米朝在任首脳会談である。

米朝両国の対話は再開された。そして、2019 年 2 月 27 日に、米朝首脳はベトナムで二回目の

会談を行った。さらに、2019 年 6 月 30 日に、米朝首脳は板門店で三回目の会談を行った。米

国大統領は初めて南北軍事境界線を越え、北朝鮮側に入った。三回目の会談において、米朝首

脳は停滞している米朝実務者協議を再開することを合意した。2019 年 10 月 5 日に、北朝鮮の

非核化をめぐり、米朝の実務者協議が行われた。今後の米朝関係の成り行きを見守るべきであ

る。 

最近、北朝鮮は外交活動を頻繁に行う。米国と積極的に対話する意欲を示しただけではなく、

金正恩は韓国・中国・ロシア等の首脳と会談を数回行った。これらの外交活動からみると、最

近の北朝鮮の外交政策は転換する傾向が現れる。したがって、最近の米朝関係の変化に対し、

本論文は北朝鮮側から分析する必要があると考えられる。本論文は、なぜ北朝鮮の外交政策が

変化したのかを明らかにすることを目的とする。 

 

研究の方法 

 

本論文は北朝鮮と中国に関する一次資料および二次資料を用い、北朝鮮の外交政策が変化

した原因および国家指導者の政治思想に影響を与える要因を分析する。本論文は三つの分析

方法を用いる。すなわち、因果関係の精査・理論を根拠にした予想通りの動きが確認できるか

否かの検証・比較研究である。 

 



修士論文発表会  2020年 1月 24日 

- 2 - 

 

研究の結果 

 

本論文は、北朝鮮の外交政策が変化した原因を解明した。軍事視座からみると、北朝鮮の軍

事力が強化することが続いているので、北朝鮮は米国の軍事の圧力に屈さない。したがって、

米国の軍事の圧力は北朝鮮の外交政策が変化した原因であるといえない。そして、経済視座か

らみると、米国がずっと北朝鮮に経済制裁を課しているが、経済制裁の効果が見出せない。し

たがって、米国の経済制裁は北朝鮮の外交政策が変化した原因であるといえない。指導者個人

が抱く政治思想という視座からみると、前代指導者の金正日の政治思想に比べ、金正恩の政治

思想はもっと開放的・改革的な特徴がある。したがって、北朝鮮の外交政策が変化した原因は、

金正恩が抱く開放的・改革的な政治思想である。 

次に、本論文は、金正恩の開放的・改革的な政治思想を形成した原因を解明した。結論とし

て、留学経験は、金正恩の政治思想の形成に重要な影響を与えた。閉鎖的な国家の指導者にと

って、留学経験は自国と異なる社会環境と政治理念を直接に観察する契機である。海外での経

験と見聞により、国家指導者は視野を広げられ、多様な考え方を受け入れることができる。し

たがって、ただ前代指導者の政治思想を踏襲に比べ、留学経験がある国家指導者は開放的・改

革的な思想が抱いている可能性が高い。 

さらに、国家指導者の政治思想の形成における留学要因の重要性をハイライトするために、

本論文は毛沢東・鄧小平と鄧小平・金正恩を比較した。二つの比較を通じて、本論文は、国家

指導者の政治思想の形成における留学要因の重要性を検証した。時代・国家および政治環境が

異なっても、国家指導者たちは共通的な要因が存在するので、これらの要因を比較することが

できる。そして、権威主義体制国家と独裁国家の最高指導者は、支配的な地位に立ち、異議を

唱える人の影響を排除でき、自ら政策を分析・立案・実行する権力を握るので、国家政策に大

きな影響を与えられる。金正恩・毛沢東および鄧小平はこのような国家の最高指導者といえる。

したがって、今後の権威主義国家と独裁国家の政策に関する研究においては、最高指導者が国

家政策に与える影響にもっと注意を払うべきだと思われる。 

最後、今後の見通しを分析してみる。本論文の分析により、留学経験がある金正恩が開放的・

改革的な政策を取る可能性は前代の北朝鮮指導者より高い。したがって、外交面に、もし金正

恩が現在の外交政策を続けるなら、今後の米朝関係が一層に改善し、朝鮮半島問題が政治的な

解決に向けることは期待することができる。しかし、もし米国が経済制裁に譲歩できなければ、

対話の可能性が見出せない北朝鮮は、他の外交政策に変更する可能性が存在しないわけでは
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ない。経済面に、金正恩の経済政策により、北朝鮮経済は回復している。そして、「経済建設

総力路線」が国家基本方針になるにつれ、北朝鮮の経済改革は着実に推進することも期待する

ことができる。 

 

論文の構成 

 

本論文は、序論・本論 4 節・結論から構成される。第 1 節は、軍事・経済および国家指導者

の視座から、最近の北朝鮮の外交政策が変化した原因を分析し、金正恩の開放的・改革的な政

治思想により、北朝鮮の外交政策が変化したという結論を出す。第 2 節は、金正日と金正恩の

比較を通じて、金正恩の政治思想が開放的・改革的な特徴がある原因は同氏の留学経験である

という結論を出す。続いて、留学要因の重要性をハイライトするために、第 3 節および第 4 節

は、国家指導者の開放的・改革的な政治思想を形成する原因を解明した。第 3 節は、まず、毛

沢東と鄧小平の政治思想を分析し、鄧小平の政治思想の開放的・改革的な特徴を指摘する。次

に、両者の比較を通じて、鄧小平の政治思想がこのような特徴を形成する原因は、同氏の留学

経験であるという結論を出す。第 4 節は、鄧小平と金正恩を例として、この両者の比較を通じ

て、国家指導者が開放的・改革的な政治思想を形成する原因は国家指導者の留学経験であると

いう結論を出す。 
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表 1 金正日と金正恩の比較 
 金正日 金正恩 

遺訓統治 あり あり 
外交経験 少ない 少ない 
実利主義 あり あり 

社会主義世界市場の喪失の局面 あり あり 
国際的な孤立 あり あり 

留学経験 なし あり 

政治思想の特徴 保守的・強硬的 開放的・改革的 
 
 
 
 

表 2 毛沢東と鄧小平の比較 
 毛沢東 鄧小平 

工業化の推進 あり あり 
外交経験 少ない 少ない 

マルクス主義の影響 あり あり 
国内の経済状況 悪い 悪い 

留学経験 なし あり 

政治思想の特徴 保守的・強硬的 開放的・改革的 
 
 
 
 

表 3 鄧小平と金正恩の比較 
 鄧小平 金正恩 

政治指導原則 集団領導体制 唯一的領導体系 

国際環境 
国際構造は大きく変化がある 

相対的な安定の中国の国際環境 
国際構造は大きく変化がない 

世界に孤立される北朝鮮の国際環境 
政治論争 あり なし 
権力闘争 あり なし 
留学経験 あり あり 

政治思想の特徴 開放的・改革的 開放的・改革的 
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公共政策の合意形成における謝意表明の効果 

 

国際環境資源政策論講座 

B8KM1016  菅原 優花 

 

1. 研究の背景と⽬的 

 NIMBY(Not in my backyard)施設の⽴地に関する合意形成は難航しやすい。NIMBY 施設とは、社会的
必要性は⾼いが、近隣への⽴地は忌避感が強い、という特徴をもつ施設である。合意形成が難航するこ
とによる社会的損失を避けるために、NIMBY 施設の⽴地を円滑に進める⽅策を検討することは⾼い社
会的意義を持つと⾔える。 

 公共政策の実施における主な利害関係者には、政策を考案・施⾏する「⾏政」、政策実施により利益
を得る「受益者」、政策実施により⼤きな不利益を被る「受苦者」の、三者が挙げられる。⾏政は受苦
者が受ける不利益に対して⾦銭的補償を⾏うが、精神的な不利益に対する補償が⼗分ではないと考え
られる。そのため、受苦者の効⽤を⾼めるための⾮⾦銭的補償について検討する必要がある。 

 本研究においては、精神的報酬としての「感謝」に着⽬する。これまで、感謝のポジティブな効果に
ついて研究が⾏われ、感謝が向社会的⾏動を促進するという結果も得られている（Bartlett & DeSteno, 

2006; Grant & Gino, 2010; 蔵永・樋⼝・福⽥, 2018）。すなわち、感謝感情はポジティブな情動反応を⽣
起させ、効⽤が⾼まると考えられる。合意形成場⾯においても、受苦者に対して謝意を表明することに
よって効⽤が⾼まり、NIMBY 事業への合意が促進されると考えられる。 

 そこで本研究は、NIMBY 施設⽴地の合意形成における謝意表明の効果を明らかにすることを⽬的と
する。また、事業の NIMBY 性が⾼いほど受苦者の⼼理的負担が⼤きくなるため、謝意表明の効果も事
業の NIMBY 性によって異なると考えられる。そこで、NIMBY 性の異なる状況における謝意表明の効
果を検討する。さらに、謝意表明を⾏うタイミングによって謝意の受け取り⽅が異なる可能性がある。
NIMBY 施設の受け⼊れが未定の場合は、謝意は精神的報酬としてはたらくと考えられる。⼀⽅受け⼊
れが決定した段階で、受苦者に不満が⽣じている場合、謝意は受苦者の不満を解消するはたらきをす
ると思われる。そこで、謝意表明のタイミングが異なる状況における謝意表明の効果を検討する。 

2. ⽅法 

 謝意表明の効果の検証のために、3（NIMBY 性：⾼・中・低）×3（謝意表明者：⾏政担当者・⾏政
担当者＋⾏政代表者・⾏政担当者＋⾏政代表者＋受益者）×2（タイミング：事前・事後）の要因配置
実験を Web 調査によって実施した。調査時期は、2019 年 7 ⽉ 3 ⽇〜7 ⽉ 5 ⽇であった。実験参加者は、
NIMBY 施設に関する簡単な問題に回答した。その後、18 パターンのシナリオのうちランダムに選ばれ
た 1 つを読み、質問紙に回答した。質問紙においては、NIMBY 施設の⽴地に関わる態度として、社会
的必要性・忌避感・謝意認知・⾏政への信頼・不満感・リスク認知・⾃地区不利益感・スティグマ・世
代間倫理・社会貢献・賛同度・関⼼の計 38 項⽬について、いずれも 5 件法で回答を求めた。 

3. 結果 

 分散分析の結果、NIMBY 性が中程度以下の場合は、NIMBY 性が⾼い場合に⽐べて賛同しやすい傾
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向がうかがえた。また謝意を⾼く認知した場合は、謝意を低く認知した場合に⽐べて事業について賛
同しやすくなることが⽰された（Figure 1）。 

 重回帰分析と単純傾斜分析の結果、事前条件において NIMBY 性と謝意認知に交互作⽤が認められ
た（Figure 2）。すなわち、NIMBY 性を⾼く認知している場合は謝意の効果が弱まることが⽰唆された。 

 さらに共分散構造分析を⾏い、タイミング・NIMBY 認知による賛同度の形成構造の差異を検討した。
事前・事後条件を⽐較すると、事前条件は謝意認知から⾏政への信頼・社会貢献を介して賛同度へ影響
を及ぼし、事後条件は謝意認知から賛同度への直接の影響が強いという傾向がうかがえた。 

4. 考察と結論 

 合意形成場⾯において、受益者や⾏政から受苦者への謝意表明は、受苦者の NIMBY 施設⽴地に関す
る賛同を促す効果が認められた。これは、受苦者にとって謝意が精神的な報酬となり、効⽤が⾼まった
ためであると考えられる。また、受苦者は謝意を受け取ることによって、謝意表明者に対して「借り」
を感じ、返報意識が⾼まるために、合意が促進された可能性がある。謝意表明の効果は、事業の NIMBY

性が低く、謝意を強く認知している場合に最も⼤きくなることが⽰唆された。 

 謝意表明を事前に⾏う場合は、早期の場作りが⼿続き的公正評価につながったと思われる。⼀⽅事
後の謝意表明は、施設⽴地の決定直前に⾏われたことから⼿続き的公正は低く評価されるが、謝意表
明が謝罪として捉えられ、補償的公正が⾼まったと考えられる。しかし、本研究においては公正につい
ての質問を設定していないため、謝意表明と公正評価との関連は明らかにされていない。 

 本研究の結果、NIMBY 施設に関する合意形成場⾯における謝意表明に、受苦者の合意促進効果が認
められた。この効果は、事業の NIMBY 性や謝意表明のタイミングによって異なることが⽰唆された。 
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Figure 1 謝意認知ごとの賛同度
 

Figure 2 単純傾斜分析の結果 
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自治体における一般廃棄物減量対策に関する研究 

--キャラクターの導入効果を中心に-- 

 

国際環境資源政策論講座 

B8KM1017 張 雨家 

 
1. 研究の背景と必要性 

 これまでの日本では、ごみの減量、分別やリサ

イクルの促進を目的とした数々のリサイクル政

策が実施されているものの、大きな効果は期待で

きない状況となっている。しかし、一方では、環

境啓発キャラクターなどの様に、すでに導入され

ているものの、その効果が把握されておらず「目

に見えない効果」となっている政策もある。特に、

環境啓発キャラクターは多くの自治体において、

ごみの減量や分別の促進を目的として導入され

ており、コストパフォーマンスに優れた新たなご

み減量対策としての可能性を秘めている。 
そこで、本研究では、日本全国の多くの都市に

おいて導入されている環境啓発キャラクターに

ついて、ごみ減量効果を定量的に明らかにするこ

とを目的とする。また、本研究から得られた知見

を基に、一般廃棄物の減量とリサイクルにキャラ

クターがどのような役割を果たせるべきかにつ

いて政策提言を行う。 
 
2. 研究の方法 

 上述した研究目的を達成するために、次のよう

な 2 段階の手順で研究を行う。 
（1）パネルデータ分析による定量的な効果の推

定 
 まず、環境啓発キャラクターが都市全体のごみ

発生量に与えている「目に見えない効果」を定量

的に示す。ここでは環境省が公表しているデータ

を使用し、分析対象を政令指定都市の 20 市と中

核市の 58 市（2019 年 10 月時点）とし、2007 年

～2017 年の 11 年間のパネルデータを使用する。

モデルの推定は、固定効果モデルと変量効果モデ

ルでそれぞれ推定し、より望ましいモデルをハウ

スマン検定（Hausman test）によって判断する。 
 
（2）社会実験によるキャラクターのごみ分別行

動促進効果の推定 
 次に環境啓発キャラクターが市民に与える影

響を評価する。市民がごみの排出時に環境啓発キ

ャラクターを認識することが、ごみの分別の促進

に与える影響を調査する。具体的には、社会実験

を実施し、以下の仮説を検証する。 
○ ごみを排出する際に、その場でキャラクタ

ーを見かけると、進んでごみを分別するよ

うになる 
○ ごみを捨てに来る人が、見かけるキャラク

ター（環境啓発キャラクター、その他キャ

ラクター）により、ごみ分別行動が異なる 
○ 普段、環境啓発キャラクターに対する考え

方により、ごみ分別行動への取組程度が異

なる 
 
3. 研究の結果 

本研究は、これらの研究内容から以下のような

結果が得られた。 
① パネルデータ分析による環境啓発キャラク

ターの効果の定量的評価 
 パネルデータ分析を使用し環境啓発キャラク

ターの効果を定量的に分析した結果、環境啓発キ

ャラクターは政令指定都市・中核市両方において、

環境啓発キャラクターの導入による有意なごみ

減量効果が確認された。特に可燃ごみの減少に効

果があり、有料化制度の導入よりもごみ減量効果

が大きいことが確認された。 
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② 社会実験による環境啓発キャラクターのご

み分別行動促進効果の検証と特徴分析 
 「キャラクターのごみ減量効果に関する社会実

験」と「イベント来場者へのアンケート調査」を

実施した結果、パネルデータ分析で確認された、

環境啓発キャラクターはごみ排出量の減少、特に

可燃ごみの減少に効果が顕著であるという結果

が検証された。さらに、ワケルくんとむすび丸の

効果比較を通して、環境啓発キャラクターの特徴

について以下のことがわかった。 
○ ごみ削減行動意図、環境配慮、地域愛着の

3 つの点には特に目立つような差が見られ

なかった。これはごみの排出時に環境啓発

キャラクターと、知名度が高いが環境配慮

とは関係ないご当地キャラクターを認識し

たことで想起した内容について同様の効果

を持っているといえる。 
○ ごみ分別行動（リサイクル行動）に対して、

環境啓発キャラクターはその特異性（普段

行政の環境広報・啓発活動で付与された環

境配慮のイメージ）で一般的なご当地キャ

ラクターより「分別して捨てよう」という

意思を想起させやすいことが検証された。

その差が明らかであり、これは環境啓発キ

ャラクターの効果の特徴であることがわか

った。 
 
4. 結論と政策提言 

 本研究では、環境啓発キャラクターのごみ減量

効果を定量的に明らかにした。また、今回の研究

から得られた結果から政策提言を行った。 
まず、パネルデータ分析の結果から環境啓発キ

ャラクターの導入が、ごみの減量、特に可燃ごみ

を減少させる効果があったことが確認された。こ

れは、環境啓発キャラクターが持つ次のような機

能が、市民のごみを減量させる意識に働きかけた

ためであると思われる。 

○ 「アテンション・ゲッター」として、つま

り接触者の注意を引く機能 
○ 環境啓発キャラクター自身に関心を誘発さ

せ、地域の環境に関心を持たせる機能 
○ 環境啓発キャラクター自身に対する好意的

なイメージを地域や行政の好感度向上に活

かせる機能 
特に、キャラクターの自身に対する関心を誘発

させ、地域の環境に関心を持たせる機能が働いた

ものと思われる。そのため、今後、環境啓発キャ

ラクターを導入する自治体にとってはパーソナ

リティやコンセプトの深化やターゲットの設定、

好意的なイメージを持たれやすく長く使えるよ

うなデザイン等キャラクター自身に対する関心

を上昇させ、地域の環境への関心を高めるような

政策が考えられる。さらに、環境啓発キャラクタ

ーを既に導入している自治体にとっては、今後の

運用の拡大・維持のために、自治体の有限な予算

と人員をどう活用するかは鍵になる。例えば、市

町村は都道府県より予算規模が小さいが、行政と

住民との距離が近いため、環境キャラクターを活

用した啓発活動に住民等のボランティアスタッ

フに関わってもらう等、住民参加を活用している

ような地域特長を踏まえた運用方法を検討する

必要がある。 
 また、社会実験の結果から環境啓発キャラクタ

ーの特異性、すなわちほかのキャラクターと違い

環境配慮メッセージが含まれている個性がごみ

分別行動促進効果に働いていることがわかった。

環境啓発を目的としていないご当地キャラクタ

ーと比較した場合の、環境キャラクターの特異性

は、普段の行政の広報・啓発活動による付与され

るものである。それを活用するために、自治体の

ほかのキャラクターと区別する工夫や、環境配慮

の意味付与につとめるべきである。ただ露出度を

増やすだけでなく、環境配慮のメッセージを添え

て伝えることによりキャラクターの個性を作る

ことも重要視しなければならないと考えられる。 
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再生水取引制度の構築に向けて  
--中国の水資源改革への政策提言 --  

Towards the construction of reclaimed water  t rading system: 
A policy proposal for the water  resources reform in China 

 
国際環境資源政策論講座 

           B8KM1018  張 澤宇   

 

一．はじめに 

近年の急速な経済発展に伴い、今後、中国では農業用水、工業用水、生活用水が大

幅に不足する恐れがある。こうした状況に対応するため、政府は、2000 年代以降、国

内の水資源管理を重視する一連の関連政策を策定・推進しており、とりわけ 2016 年

以降全国で水資源税改革の検討を進めている。例えば、政府は河北省を水資源税改革

の実験的スポットとして指定し、水集約型企業の工業用水利用に対して従量税の賦課

を開始した。ここでは、各企業の表流水及び地下水の取水量を対象に、当該企業が操

業する地区の過剰採取の程度に応じて高い税率が設定される。ただし、回収・再生利

用された水は免税対象となるため、企業は水の再生利用の拡大を今後の経営戦略とし

て重視するようになってきた。このように、中国では、今後一層、地下水などの天然

水資源の保全と、再生水の利用の促進、そしてそのための技術革新や設備投資の拡充

が求められる。  
再生水の利用の促進と合理的な配分を達成するためには、温室効果ガスの排出量取

引のように、再生水の取引に市場メカニズムを活用することが有効と考えられる。そ

こで本研究では、再生水の利用を促進するための新たな政策手段として、再生水取引

制度を提示し、その理論的基盤を確立することを目的としている。また、こうした制

度の下で、地下水などの天然水の持続可能かつ効率的な利用と企業の成長が促される

ことを示す。  
 

二．先行研究 

水利権と水利権取引市場の構築と応用については、Juchems & Kar ina l（ 2013）や Yang
（ 2016）等が、地下水取引の有効性と効率性に関する分析を行ったが､再生水と地下

水を同時に用いた場合に関する研究はない。また、再生水取引については、 Zhang
（ 2010）が、企業と汚水処理場の取引に関する分析を行ったが、企業自身が再生水を

生産するケースを考慮しておらず、  より一般的な取引モデルが必要と考えられる。  
一方、再生水取引制度が地下水の利用にもたらす効果を検証するためには、地下水

を利用する場合のオープンアクセスの影響についても考慮する必要がある。オープン

アクセス下の地下水の外部性に関しては、外部性の類型化や（ Negri ,  1989;  Peovencher  
& Burt ,  1993）、外部性の影響の度合いを決める物理的要因（ Gisser  & Sanchez,  1980;  
Cobourn,  2011 他）および企業行動に伴う要因（ Nicholas et  a l ,2006;  Wang & Segarra,  
2011;  Laukkanen & Koundour i ,  2006）についての分析が行われている。しかし、これら

の研究では、オープンアクセス下での再生水と地下水の連結利用のケースがない。オ

ープンアクセスの状況は地下水だけではなく、再生水への影響もあるので、再生水の

利用を加えて、あらためて分析する必要がある。  
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図 2  
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図 1  

三．研究方法 

本研究は理論モデルを通じて、以下の点を明らかにすることで、取引制度の有効性

を示す。地下水がオープンアクセスの状態にあり、かつ、地下水と再生水の連結利用

が可能な状況の下で、以下のように二段階に分けて分析を進める。  
第一段階は図１のように、オープンアクセスあり、なしの場合について、取引制度

の導入による全体の水利用の効率の変化を分析し、取引による地下水の取水量と再生

水の生産量の変化を明らかにする。それに加えて、図２のように、取引あり、なしの

場合について、オープンアクセス化による地下水の取水量と再生水の生産量の変化を

分析し、オープンアクセスからの影響を明らかにする。  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

第二段階は、以下のような二つの比較により、オープンアクセス化と取引制度のメ

リットの関係を検証する。第一は、図 1 の二つのケースの取引によるメリットの比較

によって、オープンアクセス化が取引制度のメリットに及ぼす影響を明らかにする。

それに加えて、図 2 の二つのケースのオープンアクセス化による影響の比較によって、

取引制度導入がオープンアクセス化のデメリットに及ぼす影響を明らかにする。  

四．結論 

取引制度の効果について、地下水がオープンアクセスの状況にあるか否かにかかわ

らず、取引制度の導入により、地下水の取水量が削減され、再生水の生産量が増加す

る。また、これらの度合いは、両企業の再生水の生産効率の差が大きいほど大きくな

ることが明らかになった。  
一方で、オープンアクセスの影響について、通常、オープンアクセスの状況によっ

て、地下水の取水量が増加し、再生水の生産量が減少する。だだし、取引制度なしの

場合には、両企業の再生水の生産効率の差が大きく、かつ、再生水の生産効率が十分

高くなると、地下水の取水量が減少し、再生水の生産量が増加するケースがある。  
また、オープンアクセス化と取引制度のメリットの関係について、まず取引制度を

導入する場合には、通常オープンアクセスの存在によって、取引による地下水の取水

量の削減効果と再生水の生産量の増加効果が減少する。ただし、両企業の再生水の生

産効率が十分高くなると、オープンアクセスの存在によって、取引制度の導入による

再生水の生産量の増加効果が向上するケースがある。それに加えて、オープンアクセ

スの状況が深刻になる場合は、通常取引制度導入によって、オープンアクセス化によ

る地下水の取水量の増加効果と再生水の生産量の削減効果が向上する。ただし、両企

業の再生水の生産効率が十分高くなると、取引制度導入によって、オープンアクセス

化による再生水の削減効果が減少するケースがある。  

※ NO A- N T： オ ープ ンアクセ スなし ,  取引な し、 OA- N T： オ ープン アクセ スあ
り ,  取引な し、 NOA- TS： オ ープン アクセ スなし ,  取引 あり、 OA- TS： オ ー プ
ン アクセ スあり ,  取引あ り  

なし あり あり なし 
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茶碗の侘び寂びと無常観 

--唐物から和物への変化を中心に-- 

多文化共生論講座 

B8KM1020 郭城 

１、研究目的 

日本的美意識の典型と考えられる侘び寂びが茶道と深い関係にあることは、「侘び茶」という

言葉があることにもよく表れている。室町中期、唐物の茶器を中心とするそれまでの豪奢な書院

台子の茶にかわって、簡素で自然な侘び茶が勃興し、信楽、備前などの枯れた味わいの陶器が珍

重されるようになった。このような唐物から和物への変化には、侘びの美意識が反映されている。

また、一方で中世文芸の中によく感じ取ることのできる仏教的無常観は、この時代の文化に深く

浸透しており、それが茶人たちの侘び寂びの美意識にも影響を与えていると考えられるため、侘

び寂びの美意識と無常観には関係があるものと予想できる。実際、吉田兼好（1283 年－1352年）

の『徒然草』（1330年）においては、侘び寂びの美意識と無常観が密接な関係を持っていること

が伺える。中世の人々は乱世において無常を味わい、そこから侘び寂びの美を重んじたのではな

いのか。しかし、侘び寂びの美意識に関する研究は多いものの、それを無常観と関連づけた論文

はほとんど存在しない。それゆえ本論文では、このような侘び寂びの美意識と無常観の関係を解

明することを目的とする。侘び寂びの美意識と無常観の関係を研究することは、日本文化を理解

する上で大変重要であり、また、唐物と和物の比較研究は、日中文化の交流にとって大きな意義

を持つと考えられる。 

 

２、論文の構成 

序論 

1 研究背景と研究目的  

2 研究方法と研究内容  

第一章 無常観 

1.1中世における無常観 

1.2 詠嘆的無常観から自覚的無常観への変

化 

1.3無常観と禅 

第二章 茶碗の侘び寂びの美意識 

2.1侘び寂びの美意識とは 

2.2茶碗の美意識の変化 

2.3 茶碗の侘び寂びの美意識 

第三章 茶碗の侘び寂びの美意識と無常観 

3.1 茶人たちの侘び寂びの美意識と中世文

芸の無常観 

3.2茶碗の侘び寂びの美意識と無常観 

結論  

 

３、論文の概要 

本論の第一章では、無常観を中心に考察した。まず、中世文芸の中によく感じ取ることの

できる無常観について検討し、鴨長明の『方丈記』と道元の『正法眼蔵随聞記』、心敬の連

歌論を通して無常観の意味を明らかにした。次に、西尾実による『徒然草』（古典文学大系
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版）の解説 1に基づいて、唐木順三、松本新八郎、渡辺誠一の論点も参照し、『徒然草』に表

れた詠嘆的無常観から自覚的無常観への変化を考察した。『徒然草』のなかでは二種類の無

常観が登場していると考えられ、『方丈記』と同じように人の命や人生のはかなさ、不安定

さを訴えるものが詠嘆的無常観であるが、『徒然草』の後半ではこうした詠嘆的無常観から

自覚的無常観へ変化し、無常を積極的に捉えるようになった。兼好の無常観が、世間の無常

を悲嘆するという態度から、無常である自分の人生を積極的に生かすような態度へと変化し

たのである。ここには禅の影響があると考えられるため、最後に、無常観と禅との関係を考

察した。兼好の無常観が消極的なものから積極的なものに変化した原因に関する状況分析に

加え、道元の作品を分析し、禅が無常観に与えた影響を明らかにすることを試みた。 

第二章では、茶碗と侘び寂びの美意識の関係について検討した。まず、侘び寂びの美意識

の歴史的背景、発展の経過などを検討し、侘び寂びの美意識をより深く分析した。次に、茶

碗の美意識の変化を考察した。室町前期の茶碗の美的評価は唐物を至上とするものであり、

曜変茶碗や油滴茶碗などの唐物天目に高い価値が置かれた。室町時代の中期から、「唐物」

絶対視の状況に変化が生じ、灰被天目など品質の低い茶碗が、建盞などの珍しい茶碗より高

く評価された。また、唐物と和物との比較など、具体的な茶碗の分析を通じて、茶碗の侘び

寂びの美意識の特徴を明らかにした。茶碗に対する美的評価が上質な唐物茶碗から粗製な和

物茶碗へ変わって、完全無欠な美より、枯淡な美が重視されるようになったのである。 

第三章では、前二章の検討を踏まえて、茶碗の侘び寂びの美意識と無常観との関係につい

て分析した。まず、茶人たちの侘び寂びの美意識と中世文芸の無常観との関係を分析し、兼

好の無常観と村田珠光の美意識、武野紹鴎と中世文芸、世阿弥の美意識と千利休の関係をそ

れぞれに分析した。要するに室町という時代において、自覚的無常観の影響を受けて、中世

文芸の連歌や和歌などに侘び寂びの美意識が生じたことで、茶人たちはそうした美意識から

影響を受けたと言える。次に、『山上宗二記』、『南方録』などの文献を分析し、茶人たちが

所持した茶碗の記録から、茶碗の美意識の変化と無常観との関係について検討した。人生や

世間の無常を積極的に受け取る自覚的無常観の影響を受けて、中世文芸の和歌、能楽などが

枯淡な美、素朴な美の価値を見出し、侘び寂びの美意識が生み出された。茶道は和歌、能楽

の美意識を受け継ぎ、侘び寂びの美意識を重視するようになり、茶碗の美意識も完璧な唐物

より粗相な和物茶碗を重視した。筆者は、本論文のまとめとして、茶碗の変化に表れた侘び

寂びの美意識は、中世文芸の自覚的無常観の影響で生じる美意識と同じ美的境界であると結

論づける。 
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