International Migration in APEC Member Economies - Its Relations
with Trade, Investment and Economic Development

Preface
Over the past two decades, the globalization of economic activities of APEC member
economies has progressed rapidly. Economic expansion through globalization has
contributed to stimulating trade and foreign capital flow among member economies, as
well to promoting international labor migration. This volume explores the relations
among international labor migration, trade and investment in APEC member economies.
This volume is the product of a research committee on a “Study on Trade, Investment
and International Labor Migration in APEC Member Economies,” organized as a 2-year
project of the APEC Study Center, the Institute of Developing Economies, JETRO, since
2001. This is the second volume, and the first one was published in 2002 entitled “A
Study on Trade, Investment and International Labor Migration in APEC Member
Economies” containing details of immigration policies, migration trends, empirical
studies on foreign direct investment (FDI) and migration, and time series statistics for
trade and FDI in APEC member economies from 1980 to 2000.
This volume consists mainly of the following research topics: (1) empirical studies on
the linkages among international labor migration (ILM), trade and FDI in selected
APEC member economies (Chapters 1, 4 and 6), (2) studies on economic development
and ILM in Malaysia, Singapore and Vietnam (Chapters 7, 8 and 10), (3) an empirical
study on the impact of trade liberalization on FDI (Chapter 3), (4) studies on the
structure of the trade in commodities in East Asia and the trade in services in China
(Chapters 2 and 5), and (5) empirical studies on ILM and remittances in the Philippines
and the U.S. (Chapters 9 and 11). In addition, this volume contains time series ILM
statistics for APEC member economies from 1980 to 2000, considering international
comparability; this will be helpful for users in understanding recent migration trends
within the APEC region.
We are greatly indebted to Prof. Ching–lung Tsay, The Institute of Economics,
Academia Sinica, Chinese Taipei and Prof. Yin Hao, Director, Population Research
Institute, Jilin University, China, both of whom were overseas visiting research fellows
of our Institute, for their help in this project. We are also greatly indebted to Dr. Xiaoning
Gong, Lecturer, Statistical Institute for Asia and the Pacific, United Nations, and many
other Committee members for their cooperation. We look forward to continued mutual
cooperation in the future.
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アジア太平洋諸国における国際労働移動―貿易、投資と経済発展
序
アジア太平洋諸国における経済活動のグローバル化が、最近 20 年間に著しい
進展を示した。グローバル化による経済の拡大は、アジア太平洋諸国における
モノやカネの流れを活発化し、人の国際的な移動を増大した。本書は、APEC
加盟国・地域における国際労働移動と貿易、投資との関係を明かにしようとす
るものである。
本書は、日本貿易振興会アジア経済研究所 APEC 研究センターの２年プロジ
ェクトである「アジア太平洋諸国における国際労働移動―貿易、投資との相互
関係」研究会の成果を編纂したものである。本書は、平成 13 年度刊行の「アジ
ア太平洋諸国における貿易、投資と国際労働移動に関する研究」に引き続くも
のである。平成 13 年度には、主にアジア太平洋諸国の国際移動政策、移動の動
向、直接投資と移動に関する実証分析と、1980 年〜2000 年の貿易と直接投資の
時系列統計の編纂を行った。
平成 14 年度には、次の研究を重点として行った。それらは、（１）アジア太
平洋主要国における国際労働移動と貿易、投資に関する実証研究（第 1 章，第
４章，第６章）、（２）マレイシア、シンガポールとベトナムにおける国際労働
移動と経済発展（第７章， 第８章，第 10 章）、（３）東アジアにおける貿易自
由化の投資への影響に関する実証研究（第３章）、（４）東アジアにおける貿易
構造と中国のサービス貿易に関する研究（第２章，第５章）、（５）フィリピン
と米国における国際労働移動と送金に関する実証研究（第９章，第 11 章）であ
る。さらに、本書には、1980 年〜2000 年のアジア太平洋諸国における国際人口
移動統計が国際比較可能な形式で編集されており、最近の同諸国における移動
動向を理解する上で、有用な資料であると考えている。
蔡青龍教授（台湾中央研究院経済研究所）と尹豪教授（中国吉林大学人口研
究所所長）を、アジア経済研究所の客員研究員として招聘し、本プロジェクト
にご協力頂いたことに、厚く謝意を表する。国連アジア太平洋統計研修所講師、
ゴン・シャオニン氏をはじめ、研究会委員の方々に深く感謝するとともに、今
後の一層のご協力をお願いしたい。
平成 15 年３月
日本貿易振興会アジア経済研究所経済協力部
研究主幹、研究会主査
早瀬 保子

