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刊行にあたって

　私たちの知る日本の経済社会はいつ頃に形成され，経済成長はいつ頃に加速
し始めたのだろうか．経済成長の仕組みは，どのように変化してきたのであろ
うか．本講座は，11 世紀から 21 世紀にいたる長期的な経済発展の歴史を，統
一的かつ数量的に捉え直し，これらの問いに応えることをめざしている．
　古代における文明化努力の到達点は律令国家の建設であったが，それがただ
ちに豊かさをもたらしたわけではない．山上憶良が「貧窮問答歌」において嘆
いた，経済制度の機能不全とそれがもたらす貧困は，数世紀にわたり日本経済
を縛り続けた．中国は対照的に成長を続け，1人当たり国内総生産は源平合戦
の頃には日本のそれの 2倍に達した．長い停滞の時代が終わり，今日につなが
る成長が始まるのは，14‒15 世紀である．農民が定住し，村を作り，持続的な
生産性の向上に努める．一円支配を確立した戦国大名が統治と公共投資に責任
を持つ．私たちが伝統的だと考える日本経済の姿が，そこに生まれつつあった．
　私たちが 11 世紀まで遡る超長期国内総生産推定を新たに構築した理由も，
ここにある．成長の要因をよりよく理解するためには，成長が常識となる前の
時代を知らなくてはならない．超長期国内総生産の新推定値と，それに基づく
それぞれの時代の概観は，中世を扱う第 1巻から現代を扱う第 6巻のいずれに
おいても，序章と巻末付録に示されている．日本経済の停滞と成長の歴史を数
量的に概観されたい読者は，まず，各巻の序章と巻末付録を利用されたい．
　成長のひとつの条件は，武家権力と農民が新たに創り出した経済制度，端的
には財産権を保護し，自由な交易を保護する制度であった．それを基本としな
がらも，私たちの先祖は，市場との向き合い方に試行錯誤を重ねてきた．
　成長が始まった 14‒15 世紀の市場統治は自由放任主義であった．土地所有権
は証券化され，活発に取引されていた．金融は，農業そのものの経営はもとよ
り，荘園経営や武士の所領経営にまで浸透していた．そして人身売買も自由で
あった．徹底した自由放任主義の下に資産格差は拡大し，それが社会的に許容
可能な限度を超えると，人々は徳政一揆を起こした．室町幕府は社会的安定の
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ために徳政令を発動し，強制的に資産の再配分を行った．その教訓の上に築か
れた近世国家は，人身売買を禁止し土地市場と金融市場を規制した．かくして
農民の生活は安定し，農業を中心に経済成長も加速し，1人当たり国内総生産
において，中国に追いつき追い越すこともできた．しかし，そのままでは西欧
に追いつくことはなかったであろう．明治維新後，再び，土地市場と金融市場
は自由化され，統合された自由な世界市場において競い合う欧米の産業革命に
追随することになる．その成果は成長のさらなる加速として現れたが，同時に，
所得格差の拡大と，大きく振れる景気循環の波ももたらした．そして，産業化
諸国の自由放任主義は，世界恐慌において大きな転換を余儀なくされた．人々
は再び，市場の規制によって得られる安定を選んだのである．規制された市場
経済は，第 2次世界大戦後，高度成長をもたらした．しかも，安定した市場環
境ゆえに，成長の果実は，長期雇用を通じて社会の隅々に行き渡った．しかし，
先進諸国は，成長のさらなる持続のために，1980 年代以降，それぞれの市場
をさらに開放し合うことを選択した．19 世紀後半から半世紀以上にわたり拡
大していた，世界的に統合された自由な市場経済が再建されたのである．私た
ちは今，明治維新後の人々と同じように，激しく動く世界経済の渦中にある．
　室町時代以来のそうした試行錯誤は，産業ごとに異なっていた．それゆえ，
私たちは，第 1巻から第 6巻を，労働と人口（第 1章），金融（第 2章），農業と
土地用益（第 3章），鉱工業（第 4章），商業とサービス（第 5章）に分かち，それぞ
れの編集協力者として，川口大司氏（第 1章），寺西重郎氏（第 2章），坂根嘉弘
氏（第 3章），阿部武司氏（第 4章），宮本又郎氏（第 5章）を充てて，それぞれの産
業における制度と組織の変化を，なるべく具体的に記述している．
　この講座を貫く姿勢は単純である．第一に，反証可能性に対して開かれた近
代実証史学の方法に愚直に従って事実を確定し，それを経済学的に解釈してい
る．国内総生産の推定は，時期を遡るほど困難であり，特定の箇所について遺
された史料を解釈し，それに何らかの乗数を掛けて列島全体に敷衍する方法を
採らざるをえなくなる．その意味において，私たちの成長理解は必然的に不完
全である．しかし，根拠となる史料とその解釈は，本文中，もしくは本文に引
用されている著者たちの論文，著書に示されている．私たちの史料解釈に対す
る批判的検討が，日本経済の歴史の真実の姿に漸近することを期待している．
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　第二に，狭い意味の経済史学界における流行廃りにかかわらず，現代の日本
経済を生きる人々にとって重要であると思われる論点を取り上げ，最も妥当性
が高いと考えられる解釈を与えている．経済史に限らず，職業的研究者が集う
学界は，ともすれば，小さな新奇性を競い合う短期的な業績主義に陥る危険と
隣り合わせにある．そして，新奇性のみを狙ったつもりの新説が，学界の流行
によっては，定説として広まってしまうこともある．この講座においては，数
量的な証拠を積み上げた結果として，過去 30 年ほどの間に定着してしまった
いくつかの新説を否定し，それ以前の古典的な説を採択している．また，経済
学的な常識に照らして認めがたい新説も棄却している．
　たとえば，在地領主から台頭した戦国大名が成長への扉を開いたとする見解
は，忘れられかけた古典説であったが，数量的な証拠はそれを支持するので，
採択している．また，近世初頭の人口を 1700 万人程度とする説は古典説であ
り，ながらく 1200 万人説が，したがって幕藩体制下の人口激増説が唱えられ
てきたが，数量的な証拠に基づいて古典説を採択している．領国経営の効率性
を競い合う戦国の世が徳川家康を生み出したのであって，家康ひとりが奇跡を
起こしたわけではない．近世における土地所有権保護の意義を軽視する説もし
ばしば聞かれたが，所有権を否定した市場経済の成長があるはずもなく，土地
所有権を重視している．近代の産業革命を軽視する説も，もてはやされた．し
かし，産業革命がなく，近世的成長が持続したならば，日本経済が西欧に追い
つくことはありえず，現在の豊かさを享受しつつ産業革命を軽視するのは正直
な態度ではない．私たちは明治維新後の革命的な産業化を重視している．一方，
この間，私たちは，学生の就職活動環境から，かつて日本的と呼ばれた長期雇
用慣行が後退していることを肌に感じてきた．こうした直感に対する異論もあ
るが，数量的な証拠は直感を支持するので，私たちも，この現実を直視する．
　私たちは『日本経済史』全 8巻（岩波書店，1988‒90 年）の改訂と拡張を企図し
て編集にあたった．『日本経済史』がそうであったように，読者諸兄姉に批判
的に検討いただき，日本経済への理解を深める踏み台となれれば幸いである．

2017 年 6 月 15 日
深尾京司・中村尚史・中林真幸
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序章

高島正憲・深尾京司・西谷正浩
早島大祐・中林真幸

第 1節　成長とマクロ経済
高島正憲・深尾京司・西谷正浩

第 2節　政府の役割
西谷正浩・早島大祐・中林真幸

第 3節　所得と資産の分配
西谷正浩・中林真幸

古代以来，長い停滞を経験した日本経済は，室町期以降，
総生産，人口，1人当たり所得の全てにおいて，成長に
転じる．その成長は，分権的な荘園制の下における自由
な金融市場と土地市場，そして自由な人身売買市場の上
に成り立っていた．徹底的な自由放任主義は資産格差を
増幅し，それが社会的に許容可能な閾値を超えると人々
は徳政一揆を起こした．これに対して，室町幕府は社会
的安定のために徳政令を発令し，資産を強制的に再分配
した．やがて，一円支配を確立した戦国大名は，小農の
定住による集約的な農業の発展と市場経済の拡大を両立
させる制度の設計を模索することになる．自由な市場が
もたらす成長と波乱の経験は，市場を飼い慣らすための
教訓として，戦国大名の試行錯誤を通じ，近世国家に引
き継がれたのである． （中林真幸）
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第 1節　成長とマクロ経済

成長の概観

　本節では，中世日本の経済を概観するために，歴史的資料から得られた数量
データを利用して人口・生産など経済諸量を推計し，これに基づいて人口 1人
あたり国内総生産（Gross Domestic Product：GDP）を試算する．これにより，中
世社会の成立以前から近世に移行するまでの約 900 年間における経済発展の過
程を連続した歴史的現象として示す．

1．中世の社会と経済成長

　本講座は，11 世紀後半から 16 世紀後半の約 500 年間を中世として取り扱う．
古代の律令制のもとでは，中央集権的な国家体制が敷かれ，国家の命令に基づ
く実物貢納経済が物資流通の中心的役割を担った（櫛木，2002）．一方，中世に
は，王家（天皇家）や摂関家などの大貴族，大寺社，武家（幕府）といった様々な
権力主体が，荘園制に基づく家産制的経済を基礎として，分権的に支配権を行
使した（本巻序章第 2節）．中世の国家や領主が徴収する貢納（年貢・公

く

事
じ

）は，
米・絹・布を中心にしつつ，多様な非水田生産物に及んだ（本巻序章第 3節第 2
項）．中世初期には，米・絹・布は実物貨幣として用いられた．支配者に納め
る年貢・公事の少なからぬ部分が各地の市場で調達され，また京都や奈良に住
む領主は，収取した年貢（実物貨幣）の多くを必要物資の購入費用にあてた．つ
まり中世には，すでに当初から市場による交換が経済システムの中核をしめて
いた．さらに年貢の代銭納制が普及する 13 世紀後期以降には，貢納物が直接
的に商品に転化した結果，中世社会は，本格的な市場経済社会の段階に入った
と考えられている（桜井，2002）．
　経済成長については，鎌倉末期から南北朝・室町期（14‒15 世紀）にかけて，
農業生産力の伸張・商品流通の拡大・手工業生産の進展によって，中世の経済
は大きく成長したと理解されてきた（永原，1980）．流通・手工業の発展に関し
ては，成長基調にあったことを否定する説はない（桜井，2015；中島，2016 など）．
一方，農業生産に関しては，順調な成長を想定する見解（通説）と，停滞・縮小
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を主張する見解（新説）がある．
　前者の 1970 年代に確立した通説では，①中世成立期を耕地面積が拡大した
「大開墾時代」とし，②鎌倉期・室町期を不安定耕地の安定化が進んで生産性
が向上した時代とみる（稲垣泰彦・黒田日出男など）．つまりこの理解によれば，
中世には，面積拡大と反収増加の相乗効果により飛躍的に農業生産力が伸びた
ことになる．一方，中世の気候環境に対する関心の高まりとともに，通説を批
判する見解が相次いで登場した．これらの諸説は成長のマイナス局面を設定す
る点では共通しており，通説の相対化には成功したが，相互に根本的な矛盾が
あり，一つの像を結んでいない（田村，2015）．新説の中には，気候の寒冷化や
災害・飢饉，戦乱の被害などによって，鎌倉期以降には，反収の減少や耕地面
積の縮小1）により農業生産力が後退したと主張する見解もある（磯貝，2013；井
原，2013）．
　このように正反対の学説が並立する状況は，生産量の問題が研究者の関心か
ら久しく抜け落ちてしまったことから生じた．次項では，水田の生産性の推移
を検討しよう．

2．農業の生産性

　中世の領主は，自身の取り分（年貢）には敏感だが，土地の総生産には関心が
なかったようで，収穫量に関する記録はほぼ皆無といってよい．また，稀にそ
れを記した資料があっても，枡

ます

の容量がわからないことも多い．ただし，一定
の条件を満たす場合には，以下のような考え方で水田稲作の生産量を推計する
ことができる．
　中世前期には直営が多かったが，中世後期には地主制が拡大した（本巻第 3章
第 1節）．地主制の場合，土地の関係者は「領主－地主－作人」と図式化でき
る．作人は領主に年貢を納め，地主に小作料を支払う．小作料を加

か

地
じ

子
し

という．
中世の地主制では，作人が農業費用を自弁する請負経営が一般的であり，その
際の小作料は作

さく

半
はん
（刈

かり

分
わけ

），つまり地主・作人による収穫（年貢分を除く残余）の折

1） 井原今朝男は播磨国総田数の減少などを根拠に，一国規模で耕地面積が縮小したと推測する．
しかし，こうした国家的公田は増加した現実の田数と乖離しており（工藤，2002 など），やは
り実際の耕地面積は拡大したとみてよい．
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半が基準となった2）．14 世紀以降，土地売券に加地子額を記したケースが増え
るが，定額化する加地子の出発点はこの作半慣行にある（西谷，2015，688 頁）．
とすると，年貢・加地子の額がわかれば，次の推計式（（1）式）によって水田稲
作の生産力を導きだして，田地の反収（土地 1反あたりの収穫量），すなわち土地
生産性を推計することができる．

米生産力＝年貢米＋加地子×2 （1）

　下記のデータを利用して反収の時代的・地域的な推移を推測しよう（西谷，
2015）．なお，単位には，中世の 1反（約 1190 m2．近世の 1反の 1▆2 倍）の面積と，
明治 8（1875）年度量衡取締条例による枡（1升＝1▆80 リットル，1斗＝10 升，1石＝
10 斗，以下，この枡の容量を「現升」とよぶ）の容量を用いた．
　① 15 世紀初頭頃の山城国上久世荘の平柊反収を 13▆85 斗（近世の 1反で 11▆54
斗）と推定した．ただし，上久世荘では夫役徴収のために年貢額をいくぶん低
く押さえている（本巻序章第 3節第 1項）．この分を加えると，実際の平柊反収は
15 斗前後だろう．
　② 山城国紀伊郡では，15 世紀初頭には作

さく

職
しき

が活発に取引され，二重の地主
制が成立していた．本巻序章第 3節第 1項の表 0‒7には，本年貢・名主得分・
作職得分がわかる 15 世紀後半の事例を掲げた．その 4例の平柊反収が 18▆70
斗（近世の 1反で 15▆58 斗）．これは上納分のみの数値だから，耕作者の取り分を
加えた反収は優に 2石を超えていよう．
　③ 山城国上賀茂の天正 13（1585）年検地では，田積 513 反余・石高 821 石余
で，反別 16▆02 斗となる．これは太閤検地の枡・1反だから，中世の 1反だと
反別 16▆80 斗となる．太閤検地の石高は分

ぶん

米
まい
（年貢高）だから（牧原，2014），当然，

反収はこれを超える．
　さて，中世の農業の生産性には大きな地域差があった．中世には，土地売買
を契機として地主制が発展した．地主制が成立するためには，農民が小作料を
支払っても再生産できるだけの高い生産力が実現されていなければならない．
つまり地主制の形成につながる土地売買の状況は，地域的な農業生産力をうか

2） 作半は中世のみならず近代地主制でもみられる，通時代的な分配基準であった．
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がう手がかりになる．
　本巻第 3章第 2節の表 3‒7～3‒9では，鎌倉時代の田地売買の件数を整理し
た（表は銭・米別建てなので合計が総数となる）．鎌倉時代の総数では山城・紀伊・
大和・摂津の順に多いが，とくに早い時期（平安末期～鎌倉前期）に売買が盛んだ
ったのが，山城国南部と大和国北部である．またこれらの地域は，中世後期に
は他に先駆けて二重の地主制を成立させた．ここが中世農業の最先進地域であ
る．さらに管見の中世後期のデータを加味して，土地売買状況を基準に農業状
況の見取り図をたててみよう．地域ブロックごとに序列化すれば，おおよそ以
下のように図式化できる．ただし，近国の紀伊，西国の豊前のように，むしろ
一つ上に繰り上げたほうが適当な国もある．

山城南部・大和北部＞畿内＞近国＞中国・西国＞東国

　元禄期（1688‒1704 年）の『地方の聞書』は，1反に玄米 2▆8‒2▆9 斗とれる上田
は石高 1▆8‒1▆9 石といい，田地 2町からの収入を平柊反収 2石で計算する（著者
は紀伊の大畑才蔵）．かたや東国は，近世でも畿内近国と比べて著しく地味が劣
り，その半分ほどしかなかったというが（牧原，2014），中世も同様であろう．
　加えて，国内の地域間の格差にも注目する必要がある．桂川沿いの山城国中
西部にある上久世荘の一帯では，土地売買の活発化が 14 世紀以降，二重の地
主制の確立が 15 世紀末期以降であった．これは紀伊郡に大きく遅れるばかり
か，摂津国，紀伊国の先進地域よりも遅い．一方，上賀茂周辺と上久世周辺の
土地売買状況は類似的であるから，農業事情も似ていた可能性が高い．賀茂
川・桂川といった大河川の近隣地域は，紀伊郡などに比して耕地の安定化に時
間・労力を要したのであろう．上久世荘は用水研究で著名であり，最先進地域
の印象を持たれているが，実際は畿内平野部水田耕作地帯の標準近辺に位置づ
けたほうがよい．
　中世成立期の所領には多くの荒地や不安定耕地が存在したが，その後の開発
の進展とともに，農業経営が粗放農業から集約農業に移行し，反収も増加した．
地主制が成立する以前の荘園所得の分配率は，領主・百姓で約 50％ずつと推
測した．①では，15 世紀初頭頃の上久世荘の平柊反収を 15 斗前後とみたが，
この段階の領主・地主・百姓の取り分は各 3分の 1ずつを基本としていた．地
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主の収益分（加地子）は 13・14 世紀における生産性上昇の果実と理解してよい
だろう．さらに，作職得分を放出する段階を迎える 15 世紀にも生産力の伸び
があったと思われる（本巻序章第 3節第 1項）．
　②の紀伊郡の反収は極めて高い．近世には金肥を投入して生産性の向上をは
かるが，中世の肥料事情では限界に近かったのではないか．この地域では，稲
作から付加価値の高い商品作物の栽培に移る者たちがいた（本巻第 3章第 1節第
5項）．一方，③の反別貢納量は，②の付近にまで達していた．中世末期には，
ずっと快走してきた先頭グループの背中を，ついに二番手集団がとらえようと
していた．
　以上のように，中世の水田稲作の生産性は上昇のトレンドにあった．しかし，
中世農業の成長を単調な一直線の動きと捉えてはならない．中世には「数十年
周期の大きな気候変動」があり，それが深刻な不作と飢饉を引き起こしたとい
う（中塚，2016）．中世の農業は前進・後退をくり返しつつ，危機を乗り越えて
いったのである．

3．人口

　図 0‒1は本章で前提とする，古代・中世の全国人口の推移をあらわす（データ
は巻末付録表 1に掲げた）．中世までの人口の推移については，鬼頭宏による一
連の長期人口推計があるが（鬼頭 1996，2000，2007），730 年，950 年，1150 年，
1280 年，1450 年についてはウィリアム・ウェイン・ファリスの人口推計を，
1600 年は斎藤修の最新の推計値を採用している（Farris，2006，2009；斎藤，
2017）．ファリス推計は，鬼頭推計でも引用された澤田（1927）や鎌田（2001）など
の古代の推計値を改訂しており，また飢饉記録の吟味や耕作条件の変化などを
考慮しており，その妥当性は高いと考えられるからである．
　古代前半は，600 万人前後いた人口がわずか 200 年余りで 18％も低下した
ことをみればわかるように，大陸からもたらされた疫病の影響がもっとも大き
くあらわれた時期であった．また，古代国家は全国的な土地の掌握とそこから
の税徴収を基盤としていたが，この時期の農業経営は粗放的であり，農業生産
は安定していなかった．続く古代後半から中世前半の人口推計をみると，古代
後半から鎌倉時代（11‒13 世紀）の段階では人口の成長は停滞的であったが，室
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町期に入ると成長が開始され，13 世紀後半から 15 世紀半ばにかけて人口が約
1▆7 倍にまで増加している．背景としては，かつて猛威を振るった疫病が日本
に根を下ろして沈静化したこと，各地において在地支配が安定化したことが考
えられる．古代後半から徐々に進行していた集村化は土地利用の安定化と集約
化をもたらし，中世後半には全国的にみられる現象となっている（本巻第 1章）．
　この中世前半の人口成長の動きは，中世後半も持続した．1280 年から 1450
年までの人口成長率が年率 0▆31％であるのに対し，1450 年から 1600 年にかけ
ては 0▆35％と微増している．この期間の大部分が戦乱と飢饉が頻発した戦国
時代であったことを考えた場合，それらの要因は人口抑制へと向かったはずで
あるが，人口成長は，ファリスが言うところの「室町時代の最適期（Muro-
machi Optimum）」（Farris，2009，Chapter 3）を過ぎた 15 世紀後半，すなわち応仁
の乱（1467‒77 年）以降も続いた．戦国期に不作の頻度が目に見えて減少したと
いう証拠はないが，赤米の普及に見られるような農業生産の緩やかな拡大基調，
後述する都市化と商業の興隆，そして何よりも一円領主化の進展が，（不作が起
きてしまったときでも）飢饉の深刻化を防ぐ役割を果たしたとみることができよ
う（本巻第 1章）．

図 0‒1　古代・中世における人口の推移，730‒1600 年
注・出典）730‒1450 年は Farris 推計，1600 年は斎藤推計．点線はそれぞれ低
位推計・高位推計をあらわす．推計方法はFarris（2006，2009），斎藤（近
刊）を参照．
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4．物価と賃金

　次に物価と賃金について，その動向を検討しよう．前近代社会においては，
マクロ経済の実態を把握するための数量的情報は限られている．その限られた
情報の中で，比較的豊富に存在するのが物価と賃金に関するデータである．個
々の中世文書から得られる米や雑穀の物価，大工をはじめとする職人の賃金の
データについての信頼性は高いとは言えないが，それらを比較検討しつつ接続
することによって長期的な趨勢を追う系列をつくることは可能である．ここで
は，主にBassino et al．（2010）に基づき，日本中世における物価および実質賃
金について時系列データを検討してみよう．
　図 0‒2は，3か年平柊で計算した 1260 年から 1600 年までの米価系列をあら
わしている．縦軸の単位は，文/升（玄米 1▆80 リットル）である．1260 年から
1600 年の全時期を通じて米価は安定しておらず，中世日本において頻発して
いた飢饉の影響をうかがわせる3）．この 3か年平柊で計算した米価系列の全期
間での変動の大きさをあらわす変動係数（標準偏差/平柊値）は平柊して 0▆3 であ
り，実際，近世期の 1703 年から 1857 年における大坂の米価の変動係数（0▆16）
に比較して高い値となっている4）．
　この米価系列からは，時期ごとの米価の上昇・下降のトレンドを明確に把握
することができる．米価は 1390 年頃まで徐々に下落するが，14 世紀末から 15
世紀前半にかけて一時的な上昇をみせる．この時期は，商業都市としての機能
が拡大していた京都が，応仁の乱以前，もっとも政治的に安定した時期でもあ
る．京都には各国の強力な守護が滞在しており，また荘園領主が集中している
京都と地方荘園との間には年貢輸送や非自給品・奢侈品の流通があり，そこに
首都市場圏が形成されていた（脇田，1969，357‒417 頁）．政治的な安定が京都の
都市化および人口増加を喚起して京都における慢性的な米不足という状況を引
き起こし，それがこの時期の米価の高騰につながった可能性が指摘できよう．
　しかし，京都の米価はその後 15 世紀後半から 16 世紀後半にかけて下降する．
この時期は，応仁の乱の後，これまでの京都を中心とした首都市場圏が解体さ

3） 1300 年から 1550 年の間，飢饉は 4年に 1回の頻度で発生していた（Saito，2015，p．216）．
4） 岩橋（1981，462‒465 頁）より計算．
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れる時期であり（早島，2006，第 1部第 2章），また在京守護たちが相次いで武士
団を引き連れそれぞれの領国へと帰ったため，京都における米の消費者人口が
減少したことの影響が大きいと考えられる．当時の記録には，乱の終了後の京
都は，米の大量消費者であった武士が帰国したために米などの商品が売れず，
その理由を京都における人口の少なさに求めている記述がある5）．また，武士
人口の減少だけでなく，京都在住の貴族や都市民が戦乱を避けて京都から離散
するという事態も起こっている（桜井，2002，223‒225 頁）．こうした京都人口の
減少によって米の需要が減退したことが米価を下落させた原因であったと考え
られる．
　また，流通銭貨の多様化にともない，撰

えり

銭
ぜに

があったことも考慮する必要があ
る6）．室町幕府は 16 世紀初頭より撰銭令を出して，基本的には撰銭を認めず
無条件な善悪銭の同価値通用を行おうとした．しかし，実際の商取引現場では，

図 0‒2　米価の変遷，1260‒1600 年
注・出典）歴博系列：国立歴史民俗博物館「古代・中世都市生活史（物価）デー
タベース」（http：//www．rekihaku．ac．jp/doc/t‒db‒index．html，2009 年 8
月閲覧），東寺・矢野荘系列：百瀬（1959），山城・大和系列：京都大学近世物
価研究会編（1962）．各系列の詳細については，Bassino et al．（2010）を参照．

5）「細川方在国分七万人計りと云々．以前山名・赤松以下諸大名在国分一万三千人なりと云々．
坂本米商人，毎日京都に罷り出で売買す．惷量分と云々．誠に以て近日雑物捨つるが如くに売
買せしむ．是れ併しながら人数無きの故なり．希有の京都に成りおわんぬ」（『大乗院寺社雑事
記』文明 12（1480）年 2月 6日条，原文漢文）．
6） この時期の撰銭の物価に与える影響については，神木（1980，231‒233 頁）に拠った．
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悪銭の受取拒否が常態化し，善銭もしくは善銭に準ずる価値の高い貨幣が市場
に流通することになった．この貨幣供給の逼迫によるデフレーショナリーな圧
力は，名目米価を下落させる要因になったと考えられる．
　米価は 16 世紀末に再び上昇傾向に転ずる．これは戦国時代末期，織田信長
の入京以降の貨幣政策の影響が考えられよう．信長も 1569 年に撰銭令を出し
ているが，この条令は，これまでの撰銭令と違い，銭貨間の価値の差を否定す
るのではなく，むしろ容認した上で，悪銭についてはそれぞれの減価率を決め
て，現状として流通している通貨の価値を公定したものであった（本巻第 2章第
2節）．これは貨幣流通量の不足という状況下で悪銭を可能な限り利用する政治
的判断であったとも言え，この結果，京都では貨幣流通量が増大し，米価もま
た上昇していったと考えられる7）．
　次に，Bassino，et al．（2010）に基づき，米価系列と同じ 1260‒1600 年におけ
る熟練労働者の名目賃金の動向を見よう．大工は中世日本の熟練労働者を代表
する職分のひとつであり，その観測点数は他の職人より非常に多い．そこで，
まず大工の賃金について調べ，次に賃労働者間のスキルプレミアムを測るため
に，大工以外の他の職人層，都市部における雑業者（非熟練労働者）の賃金を検
討する．大工を始め，都市労働者の賃金にかんする記録は豊富であり，それら
の多くは銭貨もしくは米で支払われていた．仏教寺院から労働者への賃金は銭
貨によって支払われていた例が多い．
　Bassino et al．（2010）には，13 世紀から 15 世紀末までの間の畿内およびその
周辺地域における仏教寺院において大工（この場合，棟梁のように熟練技能を持つ
大工をさす）に支払われた賃金について，25 の事例が挙げられている．この賃
金記録の一覧において注目すべきは，大工の名目賃金率が 1520 年までほぼ
100 文/日前後で一定であったという事実である．これは，大工への報酬基準

7） 中世末期は渡来銭の供給が途絶えたため，国内の銭貨の希少化が進み，貨幣の流通秩序が再
編される時期であるため（千枝，2014，204‒206 頁），更なる分析が求められるのも事実である．
京都では，1570 年頃から銭貨による支払いから米による支払いへと取引手段が変化し，1583
年以降になると再び銭貨による支払いも増加するが，1580 年代からは銀の使用がみられるよ
うになった（浦長瀬，2001，31‒50 頁）．この時期の米価データには銀による「匁」表記のもの
も多く含まれていることから，それまでの銅貨を主体とした米価系列からの貨幣単位移行の影
響も考慮しなければならないだろう．また，撰銭令が出されても，実際には銭貨の信用そのも
のは高まっていなかったことが指摘されており（本巻第 2章第 2節），米での商取引の活発化が
米価上昇の一因となった可能性も考えられる．

	
 序章
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