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博士論文の要旨 

AKTER Shirin 氏の博士学位請求論文 “Remittances as a Catalyst for Economic Growth and 

Development of Bangladesh” （「バングラデッシュの経済成長、発展の契機としての海外送

金」）は、海外送金とバングラデッシュ経済の関連に焦点をあてた内容となっている。全

文英語で執筆されている。論文の構成は以下のとおりである。 

 

General Introduction 

（総論） 

Chapter 1 : Overview of Remittances dynamics of Bangladesh 

（第１章 バングラデッシュにおける海外送金概観） 

Chapter 2 : Remittances Inflows and Its Contribution to the Economic Growth of Bangladesh 

（第２章 バングラデッシュにおける海外送金流入と経済成長への貢献） 

Chapter 3 : Impact of Remittances and Foreign Aid in Augmenting the Gross Savings of 

Bangladesh, India and Philippines 

（第３章 バングラデッシュ、インド、フィリピンにおける海外送金と海外援助の総貯

蓄増加に与える影響） 

Chapter 4 : Impact of Remittance on Domestic Labor Productivity in Bangladesh 

（第４章 バングラデッシュにおける海外送金の国内労働生産性に与える影響） 

Chapter 5 : Present Status of Financial Inclusion in Bangladesh and Its Importance to Remittance 

（第５章 バングラデッシュにおける金融包摂の現状と、海外送金に対する意味） 

General Conclusion 

（結論） 
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  21 世紀に入ってから現在まで、海外送金（remittance）あるいは出稼ぎ者送金（worker’s re

mittance）は増加し続けている。その趨勢は、それ以前とは次元の異なる水準である（世界全

体で、1990 年から 2010 年にかけて、海外送金額は 10 倍以上に伸びている）。開発途上国への

資金フロー（流入）として見ても、海外直接投資（Foreign Direct Investment : FDI）や政府開

発援助（Official Development Assistance : ODA）の総額より出稼ぎ者送金の方が、現在はる

かに大きい。そのため、開発経済学および国際開発の分野において、海外送金が開発途上国の

経済発展や貧困削減に与える影響についての議論が活発化しつつある。 

本論文は、海外送金受取国として世界有数の存在であるバングラデッシュを主たる対象とし

て、海外送金の経済発展に与える影響を明らかにするため、バングラデッシュにおける海外送

金の現状をまず明らかにし（第１章）、海外送金と経済成長とのマクロ経済関係を分析し（第

２章）、海外送金が総貯蓄に与える影響について主要な海外送金受取国間の比較研究を行い（第

３章）、経済成長をより精緻に分析するため労働生産性への影響を分析し（第４章）、海外送金

が国内の金融包摂（financial inclusion）に与える影響を論じた（第５章）。 

第１章において、バングラデッシュの海外送金とその経済に与える影響を概観している。近

年のバングラデッシュ全体と貧困削減の現状を述べたのち、2000 年以後、出稼ぎ労働者（mi

grants）が増加（世界金融危機 Great Recession 以後、増加率は減少したが）し、それに伴い海

外送金が著しく増加していることが確認されている。2016 年には 137 億ドル、GDP に対する

寄与は 6.1％であった。また、海外送金を受取っている家計と受け取っていない家計で、顕著

に貧困率（貧困線以下の生活水準で生活する家計）が異なることが紹介されている。また、バ

ングラデッシュ経済にとって、海外送金は FDI や ODA よりもはるかに大きな額の外部資金（e

xternal fund）であることも指摘されている。さらに、海外送金受取り家計の金融包摂を促進

する効果についても指摘している。他方で、海外送金受取増加がマクロ経済面での悪影響を与

えることも指摘している。これは、所謂「オランダ病（Dutch Disease）」効果のことであり、

この悪影響を緩和するためには、海外送金という外部資金を有効に用いて工業化ないし生産性

の向上を実現することの必要性が論じられている。 

第２章では、海外送金がバングラデッシュの経済成長に与える影響を分析している。分析手

法としては、供給側と需要側双方のモデルを設定し、共通して海外送金を外生変数としている。

まず、供給側の成長モデルに基づいた定式化によって、海外送金が GDP に与える影響を分析

した。1976 年から 2016 年の時系列データを用いた回帰分析では、顕著な正の関係が見いだせ

た。次いで、海外送金流入の経済成長への影響を需要モデルに基づいて同様のデータを用い海

外送金が GDP に与える影響を分析した。その結果、国内資本形成の源泉としての海外送金の

効果について、正の値を得た。さらに、金融発展指標と海外送金との間には、より大きな効果

を確認できた。結果、海外送金は経済成長を促進する効果があることが示すことができた。 

  第３章では、海外送金が貯蓄にもたらす影響について、2008 年以後世界で上位 10 位以内に

入る海外送金受取国であるインドとフィリピンとの比較研究を行っている。分析は、1980 年か

ら 2015 年の時系列データを用い、共和分関係の有無の検証を行っている。その結果、海外送 
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金・海外援助（foreign aid）と総貯蓄との間には、長期的な共和分関係が見いだせた。また海

外送金が総貯蓄に与える影響について、バングラデッシュとフィリピンにおいては正の効果、

インドにおいては僅かな負の効果が検出できた。しかしながら、海外援助が総貯蓄に与える影

響については、どの国においても長期的に負の効果が見られることを明らかにしている。結論

として、海外送金流入を資本形成に結び付けるため、貯蓄および投資の増加を促進すべきであ

ると結んでいる。 

第４章では、人的資本（human capital）を含めた経済成長モデルを用いて、海外送金とバン

グラデッシュの労働生産性の関係を分析し、海外送金が長期的な生産性、とくに国内労働生産

性に与える影響を考察している。分析では、1976 年から 2014 年のデータを用いて共和分分析

を行い、長期的には海外送金と国内労働生産性とには正の関係を見出すことができた。また、

海外送金は労働生産性に対して物的資本形成を通じて直接に影響を与えているが、他方で、人

的資本形成が労働生産性に与える影響に関する証拠は得られなかった。これらの結果は、自己

利益（self interest）動機という海外送金の動機に関する見解を支持しており、送金された資金

は、家計による貯蓄を通じて、投資を促すことで労働生産性を高めているといえる。 

  第５章では、近年、国際開発や開発経済学分野で議論の焦点となっている金融包摂（financi

al inclusion、人々の金融システムへのアクセスが促進されることを「包摂」と考える）を取り

上げ、バングラデッシュにおける金融包摂の現状を確認したのち、海外送金が金融包摂を促進

するかどうかを検討している。主として文献研究によってバングラデッシュの金融包摂の現状

を報告している。利用可能性（availability）、アクセス（access）、（実際の）利用（usage）から

構成される金融包摂指標（FI Index）を計測してみると、2000 年代に顕著な改善が見られる。

このように、バングラデッシュの金融包摂については改善されてきたものの、未だ先進国のよ

うな包摂度に達しているわけではなく、課題が依然残っている。さらに、海外送金が金融包摂

度（程度）に与える影響を確かめるため回帰モデルによる検証を行った結果、海外送金が金融

包摂に与える影響は僅かに正の効果であった。 

  以上のような全５章での分析をもとに、「結論」では、海外送金がバングラデッシュ経済に

対して、さまざまな形で望ましい影響を及ぼしていると総括されている。まさに、論文のタイ

トル通り、海外送金がバングラデッシュの経済成長や発展における一つの大きな契機（catalys

t）となっているというわけである。バングラデッシュ経済と海外送金との関連を論じた記述的

先行研究は少なくないが、統計的推計モデル・計量経済学的手法によってバングラデッシュの

経済成長と海外送金との関係を総合的に分析した研究は、本論文が初めてであると言って良

い。また、本論での分析結果にもとづき、バングラデッシュ銀行（中央銀行）は移民労働者が

海外送金をより円滑におこなえるよう金融インフラストラクチャーを整備すべきこと、バング

ラデッシュ政府は海外送金の送り手である移民労働者がより多くの収入を獲得できるよう人

材育成に努めるべきことなどが、政策提言として示されている。 
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審査結果の要旨 

発展途上国の経済成長・経済発展を考える際に、海外出稼ぎ労働者による本国への海外送金

は、非常に重要な要素である。海外送金と経済発展との関係については、海外送金大国である

フィリピンを対象とした先行研究が数多く存在する。1 億 5000 万の人口を有するバングラデ

ッシュもまた、数多くの労働者が中東や東南アジアへ出稼ぎに出向いており、彼らの送金が経

済発展において重要な資金源となっている。海外送金がバングラデッシュ経済に与える影響は

非常に大きく、本研究は開発経済学における重要なケーススタディとなるであろう。その意味

で、本論文は、最新のデータにもとづき、海外送金が経済成長、貯蓄、労働生産性、金融包摂

におよぼした影響を、多角的・総合的に分析した画期的な研究として評価できる。 

他方で、バングラデッシュの更なる経済発展を考える上で、海外送金以外の条件・要素も考

慮する必要があるだろう。というのも、高度成長を実現した日本や韓国・中国は「輸出主導"

export-based"」 の経済発展という特徴を共通しており、バングラデッシュ経済が先進国化す

るための条件も同様であると考えられる。それゆえ、バングラデッシュもまた、将来的に「海

外送金主導 "remittances-based"」 の経済成長からの転換を迫られると予想される。 

また、海外送金がもたらす負の影響についても考慮に入れる必要がある。バングラデッシュ

からの移民労働者の約三分の一が熟練労働者であり、彼らの国外流失は国内産業の育成にとっ

て大きなダメージとなりうる。第１章で簡単に言及されているいわゆる「オランダ病」につい

ても、さらなる具体的な検討・分析が必要であろう。潤沢な海外送金が、国内労働生産性の向

上を阻害し、産業の空洞化をもたらす危険性は無視できない。 

統計分析においては、分析で使用している推定モデルと経済理論との関係、および分析手法

として多用している共和分分析に関する記述が十分とはいえないことも指摘できる。前者につ

いては、第２章、第３章、第５章では、参照した論文を記述しているものの、明確に記述して

いるとはいえない。また、第４章における海外送金を取り入れた経済成長モデルにおいては、

定常状態の比較をもって労働生産性の推定モデルを構築しているが、経済厚生（消費）を考慮

した黄金律 golden rule のことも考慮しておくことも必要であると考えられる。後者について

は、データの特性や経済理論との整合性の観点をふまえて丁寧に記載する必要があろうと考え

られるが、本論文のなかで十分に記述されているとはいえなかった。 

以上のように、本論文において、いくつかの問題点が指摘されたが、それらは本論文がもつ

学術的価値を損なうものでなく、今後さらなる研究をすすめてゆく上での課題とすべきもので

ある。最終審査の結果をふまえ、本論文が博士（経済学）の学位を授与するに値するものであ

ると判断した。 

 


