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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

第 1節　成長とマクロ経済
高島正憲・深尾京司・今村直樹

第 2節　政府の役割
中林真幸・森口千晶

第 3節　所得と資産の分配
今村直樹・中林真幸

17 世紀，江戸幕府と諸藩は直接耕作者である小農家族
の土地所有権を保護する土地所有制度を確立した．土地
所有を保障された小農は国内総生産比 30％に達する納
税に応じ，幕府諸藩はそれを財源として，城下町の建設
や沖積平野における新田開発を展開した．さらに戦国期
の楽
らく

市
いち

楽
らく

座
ざ

政策を継承しつつ，商取引債権を保護する司
法制度の整備も進め，自由参入市場を商取引の基本とし
た．17 世紀には耕作地と人口の拡大による外延的な成
長が進んだが，18 世紀半ば以降，土地と労働の生産性
が上昇し始める．18 世紀後半には 1人あたり国内総生
産において中国を追い越し，19 世紀半ばにはヨーロッ
パの後発国に追いついた．一方，幕府諸藩は，18 世紀
前半に定額土地税（定免制

じょうめんせい

）への移行を進め，18 世紀以
降の限界的な成長に対しては課税しなかった．幕府諸藩
は国税増徴の代わりに，社会資本の維持管理を地方公共
団体に委任し，それが独自に課す地方税に賄わせた．商
取引の統治についても株仲間への委任が進められた．

（中林真幸）
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第 1節　成長とマクロ経済

　本節では，マクロ経済の視点から近世における日本の経済発展を概観する．
また当時の日本の状況を他のアジア諸国およびヨーロッパと比較し，近世日本
における経済発展の特徴について考える．

1．近世における人口 1人あたりGDPの推移

　まず，一橋大学経済研究所を中心に行われた最近の推計（以下，一橋推計と呼
ぶ）に基づき，人口 1人あたり平柊国内総生産（GDP）がどのように推移したか
を見てみる．図 0‒1は，1450 年から 1874 年における 1人あたりGDPの推移
について，一橋推計と代表的な先行研究であるMaddison（2001）による推計を
比較している1）．
　縦軸は 1990 年の米国におけるドルの購買力（1990 年国際ドルと呼ぶ）を基準に
して測っている．2010 年における日本の 1人あたりGDPは 1990 年当時の米
国におけるドルの購買力に換算して 2万 1935 ドルだったから2），1600 年の 1
人あたり GDPに関する一橋推計値 667 ドルは，当時の 1人あたりGDPが現
在の約 3▆0％であったことを意味する．当時は現在より格段に貧しかったもの

1） 江戸時代に関する一橋推計については高島（2016），Saito and Takashima（2016），および攝
津・Bassino・深尾（2016）参照．図 0‒1から分かるように，Maddison（2001）と比較して一橋推
計では，近世の所得水準を全般に高く見積もり，また近世における 1人あたりGDPの上昇率
を高めに推計している．Maddison（2001）も一橋推計も明治期初頭の 1人あたりGDPを起点と
して，別途推計した近世から明治期初頭までの 1人あたりGDPの成長率を使って過去に遡及
することにより，近世のGDPを推計している点では違わない．両推計が異なる原因としては，
2点を指摘できる．第一に，マディソンが長期経済統計（LTES）の 1885 年の推計値（Ohkawa
and Shinohara，1979）を起点としているのに対し，一橋推計は，1874 年について産業別に生
産・所得面から 1人あたりGDPを推計した攝津・Bassino・深尾（2016）の結果を起点としてい
る．攝津・Bassino・深尾（2016）では，明治期初頭の農業生産統計における過小報告等を考慮
し農業生産を上方に補正したFukao et al．（2015）の結果を採用していること（この点について
は後述する），産業構造や小規模工場のシェア変化を考慮して明治期の製造業付加価値率を高
めに想定していること，等により明治期の 1人あたりGDPを LTES より高く推計している．
このため，一橋推計の方が近世の 1人あたりGDP全体の水準が高くなっている．第二に，近
世の成長率について，マディソンが第二次・第三次部門の発展の大胆な推測によりGDPを推
計しているのに対し，Saito and Takashima（2016）は，後述するように回帰分析に基づきこれ
を大幅に改訂していることである．
2） フローニンゲン大学（オランダ）のNew Maddison Project Database（http：//www．ggdc．
net/maddison/maddison‒project/home．htm）参照．

� 序章
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の，国際連合によれば，一家の生活を維持する最低限の人口 1人あたり所得
（貧困線）が 1990 年国際ドルで評価して約 1ドル/日（年間 365 ドル）であることか
ら判断すると3），1600 年の平柊的なGDPは，既に最低生活水準よりも約 8割
高かったことになる．
　図 0‒1の一橋推計によれば，1人あたりGDPの年平柊上昇率は，1600‒1721
年の 0▆01％から，1721‒1804 年の 0▆25％，1804‒46 年の 0▆21％，1846‒74 年の
0▆41％と，近世の後半に近づくほど次第に加速する傾向を持っており，1846
年の 1人あたり GDP（1990 年国際ドル）は 905 ドルと，1600 年の水準（667 ドル）
より約 4割増えた．近世の 1人あたりGDP上昇率は，明治期前半の上昇率
0▆88％（1874‒90 年の平柊値．攝津・Bassino・深尾，2016）と比較すると大幅に低い
ものの，しばしばマイナス成長を記録した中国やインドよりは格段に良いパフ
ォーマンスであった．
　後述するように（本節図 0‒6参照），このような経済成長により，近世末期の
日本の 1人あたりGDPは，同時期において米国と並んで世界で最も豊かだっ
た北西ヨーロッパ諸国と比較すると半分以下であるものの，ヨーロッパで最も

図 0‒1　日本の人口 1人あたり平柊 GDPの推移，1450‒1874 年
注・出典）一橋推計のうち 1450 年は高島（2016），1600‒1850 年は Saito and
Takashima（2016），1874 年は攝津・Bassino・深尾（2016）による．マディソ
ン推計はMaddison（2001）による．

3） 貧困線について詳しくは，Allen（2016）参照．
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貧しかった中欧・東欧地域とほぼ同等のレベルに達した．また，中国やインド
と比較すると，江戸時代初期には日本の方が貧しかったものの，江戸時代末期
には日本の 1人あたりGDPが両国の 1▆5 倍程度に達するという逆転が起きた．
　このような，アジアにおいては特異な近世日本における経済発展は，どのよ
うに達成されたのだろうか．以下ではまず，一橋推計の推計方法を説明しなが
ら，農業，非農業別に，1人あたりGDP上昇率加速の源泉について見てみよ
う．

2．人口 1人あたり第一次部門総生産の推移

　一定期間中に一国で生産された最終生産物の価値額合計として定義される
GDPは，供給側から見ると，各部門の粗付加価値（総生産額から中間投入額を引
いた値）を全部門について合計した値と等しい．一橋推計では，経済全体を第
一次部門（農林水産業），第二次部門（鉱工業・建設業），第三次部門（商業・運輸・
公益事業・公務を含む広義のサービス業）の 3つに分けて，近世の実質粗付加価値
を推計している4）．以下ではまず，第一次部門における実質粗付加価値推計の
方法と結果を説明しよう．
　1874 年以降については，『府県物産表

ふけんぶっさんひょう

』をはじめとする政府統計等を使うこ
とにより，第一次部門の実質粗付加価値をかなりの確度で推計することができ
る（詳しくは，袁他（2009）と Fukao et al．（2015）の Appendix 2 および本講座第 3
巻序章第 1節参照）．
　近世の第一次部門の生産高については，複数のベンチマーク年について，全
国および国別に，幕府等による石

こく

高
だか

系列が存在する．石高という概念は，ある
土地のあらゆる物的生産力を米の収穫量に換算してあらわすという考え方に基
づいている．したがって石高を，米を価値尺度として集計された生産物につい
ての実質総生産統計として解釈し，第一次部門の実質粗付加価値推移の推計に
使うことができる（近世の 1石は 180▆385 リットルの玄米に相当する）．ただし石高
をこのように利用する際には，いくつか留意すべき点がある．

4） 実質粗付加価値という用語のうち，「実質」は価格変化の要因を除いた値であること，「粗」
は固定資本減耗を除かない値であることを意味する．経済全体の粗付加価値合計はGDPに等
しい．
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　第一に，石高は近代的な生産統計ではなく，課税の基準等を主たる目的とし
ていたため，自家消費分を含む蔬菜や果実，林産・水産物等をすべてカバーし
ていたとは考え難く5），また逆に，本来第二次部門に属する製塩や農産物加工
等によって生み出された価値を一部含むため，第一次部門以外の経済活動の成
果が混入する危険がある6）．
　第二に，石高は基本的に総生産に関する統計であり，中間投入を除いていな
い．たとえば堆肥が自家生産され，生産された堆肥が石高に含まれていない場
合には，問題にならないが，金肥が投入され，金肥の生産が石高に既に含まれ
ているような場合には，二重計算の危険がある．
　上記のようなカバー率や中間投入の問題については，明治期以降はある程度
データが存在しているため，カバー率や総生産額に対する中間投入額の比率が
時間を通じて一定と仮定すれば，『明治七年府県物産表』等に基づく 1874 年の
農林水産業実質粗付加価値を起点に，石高系列で過去に遡及することで，近世
の第一次部門の粗付加価値を推計することができる．一橋推計は，この方法で
推計を行っている．
　第三の問題は，幕府等による石高データは，最初の検

けん

地
ち

以降は現実の生産拡
大にあわせて上方に改訂されることが希であったため，時代が進むにつれて実
際の生産量との乖離が拡大したと考えられる点である．これを補正したのが，
中村哲による，「実収石高」と呼ばれる石高系列である．彼は，石高にあらわ
された近世の農業生産量が実際の生産量とは乖離していたとして，それを期間
内の土木工事件数の時系列を利用して埋める方法を考案した．すなわち，幕藩
体制が実収石高を把握していたと考えられる正保期（1645 年とされている）の石
高と，1877‒79 年の明治政府の統計である『全国農産表』に記載された農業の
総生産額を当時の米価で割ることで米に換算した値をベンチマークに設定し
（中村，1968，117‒119 頁），その間の実収石高の変化を総土木工事件数で除する
ことによって工事 1件あたり増加石高を算出し，これを，ベンチマーク年まで

5） 現行の国民経済計算では，自家消費のためのサービス以外の生産活動は，GDPに含まれる．
したがって，自家消費のための農業生産や，機織り（第二次部門），精米（第二次部門）等の活動
の成果もGDPの一部として考慮することが望ましい．
6） たとえば，明治期初頭の各藩の調査報告書である『藩制一覧』には，いくつかの藩に塩や鉄
などの非農業生産物が石高として表記されている（日本史籍協会編，1928‒1929）．
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の累積工事件数に乗じて増加石高の推移を推計している（同，168‒171 頁．なお，
1600‒45 年については，1645 年を起点としてそれ以前の土木工事件数データで外挿）．
　中村が提示した近世の新たな石高系列は数量経済史家によって歓迎され，多
くの分析に利用されてきた．岩波書店から刊行された『日本経済史』第 1巻で
は，近世経済を概観するために中村の実収石高系列が使われている（速水・宮本，
1988，42‒52 頁）．また，先述のマディソン推計も近世の日本の 1人あたりGDP
を推計する基礎データとして中村推計を利用した（Maddison，2001，p．255）．
　以上のような中村の推計にも，いくつかの問題点が指摘できる．第一の問題
は，日本の国土は東西南北に大きく広がっており，農業のための土木工事の性
格は地域間で，灌漑，干拓等，異なると考えられるにもかかわらず，日本全体
を一括して推計している点である．そこで高島（2016）は中村も利用した『明治
以前日本土木史』（土木学会編，1936）だけでなく，『旧藩時代ノ耕地拡張改良事業
ニ関スル調査』（農林省農務局編，1927）における開発情報も参照することにより
工事件数のカバレッジを改善した上で，日本全体を 14 の地域に分けて推計を
行った．
　中村推計の第二の問題は，カバー率についてである．中村自身，幕藩体制が
確立し，領主層が農民からの生産物を把握していた近世初頭および，地租改正
にともなう土地調査によって生産量が調査された明治初頭の時期においてすら，
農業生産が石高として完全に把握されることはなかったとし，彼が推計した
「実収石高」でさえ実際の生産量より 3割程度は過小であったとしている（中村，
1968，169‒170 頁）．この問題について検討するため，1840 年代に長州藩と熊本
藩において実施された領内の経済調査（『 防長風土注進案

ぼうちょうふうどちゅうしんあん

』，「 諸御郡惣産物調
しょおんぐんそうさんぶつしらべ

帳
ちょう

」）に基づく農林水産物の出来高と石高を7），幕府および明治政府のデータと
比較してみよう．表 0‒1のとおり，長州藩と熊本藩が把握していた農林水産業
の出来高は，幕府の石高データである天保郷帳と比較してそれぞれ 2▆63，2▆68
倍，明治初頭の石高調査と比較して 1▆16，2▆13 倍，各藩の石高データと比較し
ても 1▆18，2▆18 倍に達していた．主に耕地開発や土地改良事業等を通じて積極

7） ここでの出来高は，農林水産業の総生産を藩資料作成時の米価で石高に換算して測ったもの
である．ただし，一部生産物の加工による付加価値が混入している可能性がある．一方の石高
は，両藩が領内の「現高」として公的に把握していた数値であるが，当然ながら実際の生産量
とは少なからぬ差が存在した．
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的な農業生産拡大策（詳しくは，吉村（2013）や本章第 3節参照）をとった熊本藩のよ
うな場合には，明治初期のデータを含めて，カバー率に深刻な問題があること
が分かる8）．
　Fukao et al．（2015，Appendix 2）は，『明治七年府県物産表』は 1874 年当時の
農業生産について過小に報告していると判断し，国民の必要カロリー摂取量や
貯蔵・輸送にともなう損耗等を考慮して雑穀を中心に総農業生産高を上方に補
正している．これに基づく攝津・Bassino・深尾（2016）の推計によれば，1874
年における北海道と沖縄を除いた第一次部門（農林水産業）の名目粗付加価値額
は 4億 2300 万円である．これは，1874 年に関する『物産表』の農林水産業総
生産額（地方史研究協議会編，1961，附表）の 1▆56 倍にあたる9）．粗付加価値は中
間投入を含まないことを考慮すれば，上方への補正はもう少し大きいことにな
る10）．
　高島（2016）は，同規模の過小報告問題が近世にも存在したと想定し，14 地域
それぞれについて正保元（1645）年の石高を 1▆56 倍した値を，1644 年に関する
ベンチマーク実収石高と見なした11）．一方，1874 年については，『明治七年府
県物産表』の農林水産業総生産額を 1▆56 倍して，全国計を攝津・Bassino・深

表 0‒1　近世後半の藩データと幕府・明治政府のデータとの比較
（単位：石）

注）各藩の石高は国内ではなく支配地域内の郡別の石高を集計したもの．複数藩
が支配する郡については，村数の割合を使って調整した．熊本藩の出来高と石
高の算出方法については，本章第 3節参照．
出典）「天保郷帳」，「明治六年国郡高反別調」，「諸御郡惣産物調帳　上・下」（個
人蔵），山口県立文書館編（1971），穐本（1987）．

8） 佐藤（2013）によれば，統計調査が「課税のための下調べ」の性格を持つのではないかとの警
戒心から，特に地租改正（1873 年）直後には，申告される数値には下方バイアスが強くかかっ
ていた可能性が高いという．
9） この農林水産業総生産額は古島敏雄による集計値であるが，集計には滋賀県・鹿児島県が漏
れているため，Fukao et al．（2015，Appendix 2）では『日本地誌提要』記載の明治期初頭にお
ける石高の地域間構成比を利用して総生産額を補正している．
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尾（2016）の農林水産業粗付加価値額全国計と一致させた上で，当該年の米価を
使って石高に換算した値をベンチマーク実収石高とした12）．彼は次に，先に述
べたように 1644‒1874 年における地域別実収石高増加を地域別土木工事件数で
割った値を地域別の土木工事 1件あたり実収石高増加額と考え，これにベンチ
マーク年ごとの地域別累積土木件数を掛けることで，地域別の実収石高推移を
推計した（1600‒44 年については，地域別土木工事件数で過去に外挿）．
　巻末付録の付表 1は，以上のように推計された近世・明治初期の地域別実収
石高系列である．ベンチマーク年は人口 1人あたり石高を計算する必要から，
人口推計（本巻第 3章参照）にあわせて，1600 年，1721 年，1804 年，1846 年，
1874 年とした．地域別の実収石高の変遷を見ると（付表 1‒A），全ての地域にお
いて近世を通じた実収石高の成長が確認できる．特に，先進地域であった西関
東，畿内，畿内周辺，山陽の各地域だけでなく，西東北，新潟・北陸といった
東日本の日本海側における成長も著しい．
　次に人口 1人あたり実収石高の変遷を示した付表 1‒Bを見ると，東東北にお
いて 1721 年から 1850 年にかけての成長が非常に大きい．これは，東北地方に
おいて頻繁に発生した飢饉による人口減少の影響であろう．
　人口 1人あたり実収石高に関する地域間格差の推移を調べるため，飢饉によ
る人口減の影響が大きかったと考えられる東東北・西東北を除外して，地域間
格差の尺度である変動係数（標準偏差を平柊値で割った値）を見ると，1721 年時点
では 0▆233 であったが 1846 年には 0▆202 にまで小さくなった．明治期初頭の

10） Nakamura（1966）は，明治初期の農業生産に関する政府統計や，LTES プロジェクト初期
における推計（Ohakawa，1957）がカロリー摂取量等から判断して過小であると批判した．そ
の後の LTES ではこの批判に一部対応する形で，明治初期の農業生産を上方修正した（梅村他，
1966；大川・高松・山本，1974；Ohkawa and Shinohara，1979）．この経緯については，中村
（1971，序章，1980，第 1章）および西川（1985，第 5章）に記述がある．攝津・Bassino・深尾
（2016）の基礎となったFukao et al．（2015，Appendix 2 の Table A2．5，p．273 に関する正誤
表）では 1874 年の農業総生産を 3億 7250 万円としている．これは LTES の最終的な推計と言
えるOhkawa and Shinohara（1979，Table A16，p．284）の農業総生産 3億 600 万円より，更に
21▆7％大きい．なお，ナカムラと LTES の論争が主に米の生産を巡って行われたのに対し，
Fukao et al．（2015）は雑穀を中心に補正を行っている．

11） 正保元年は 12 月改元でグレゴリオ暦では 1645 年 1 月開始になるが，高島（2016）ではこれ
を 1644 年の値としている．
12） 中村推計（およびそれを利用した速水・宮本推計）は，『全国農産表』の 1877‒79 年の 3か年
平柊農産額を米換算した値を 1867 年の石高として利用しているが，1870 年代後半の生産デー
タを明治期初頭のデータとして利用することには問題がある．
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1874 年には 0▆132 にまで縮小している．近世中期の 1721 年には，人口 1人あ
たり石高の地域間格差が大きかったが，後半から明治期初頭にかけて徐々に縮
小していったことがわかる．
　図 0‒2は，以上のように推計された近世の第一次部門生産量と本巻第 1章で
推計した人口の推移を示している．生産量が順調に成長した一方，人口は 18
世紀以降伸び悩んだ．また図 0‒3は，1人あたり実収石高の全国値の推移を示
したグラフである．図には，比較のために，速水・宮本（1988）において推計さ

図 0‒2　近世の第一次部門生産量と人口の推移， 1600‒1874 年
出典）第一次部門の生産量は巻末付録表 2‒A，全国人口は Saito and
Takashima（2016）．

図 0‒3　1人あたり実収石高全国計の推移， 1600‒1874 年
出所）巻末付録表 2‒B，および速水・宮本（1988，44 頁）．
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れた全国実収石高の推移も加えた（速水・宮本推計は中村推計のベンチマーク年を補
正した系列である）．一橋推計では 1600 年の 1人あたり実収石高は速水・宮本
推計を上回っており，近世前半の減少もゆるやかである．その後，1人あたり
実収石高は 18 世紀後半から 19 世紀前半にかけて近世初頭の値を超えるまでに
回復した．1600 年から 1650 年の時点では，本推計と速水・宮本推計との差は
1▆1‒1▆3 倍と比較的小さい．その後 1700 年以降は 1▆5‒1▆6 倍と拡大し，その乖
離が最も大きい幕末直前の 1850 年には，約 1▆7 倍の差がある．このことは，
幕藩体制下における封建領主・幕府が農民の全生産を把握できておらず，その
傾向は近世後半になってより顕著になっていった可能性を示唆している．

3．非一次部門生産の推移

　近世における工業，サービス業など，第一次部門以外の生産データは極めて
限られている．例外として先に触れた 1840 年代の長州藩が支配地域下の全村
落について行った経済調査『防長風土注進案』がある．調査項目は，生産，租
税，財政，支出など多岐にわたり，生産については農業分野・非農業分野に分
けられるなど詳細な情報が得られる．この資料から西川（2012，第 12 章）が作成
した産業連関表の改訂版（斎藤，2013，204 頁）によれば，長州藩の純生産 8▆8 万
貫（GDPにほぼ相当する）の内訳は，第一次部門が 73▆8％，第二次部門が 12▆9％，
第三次部門が 13▆3％である13）．また，前掲した熊本藩の経済調査「諸御郡惣
産物調帳」には，非農業分野，特に商業・サービス業に関連した項目の多くが
欠落しているが，『防長風土注進案』でそれらの項目が総生産に占める割合を
ベースに，熊本藩で換算して推計すると，その総出来高 195▆4 万石のうち，非
農業分野は 26▆8％になる（本巻第 5章参照）．ただし，これらの調査結果は幕末
雄藩における資料であって，この情報を元に日本全体の第二次・第三次部門の
推計を行うことは難しい．
　Saito and Takashima（2016）は，こうした一次資料を直接集計して生産量を

13） 武士階級は政府サービスの提供も行っていたから，彼らの所得の少なくとも一部は，単な
る所得移転ではなく，政府サービス生産として第三次部門の生産に含めるべきである．また道
路補修など村レベルでの政府サービス生産も無視できない（これらの推計例としては，
Schreurs（2014）がある）．西川（2012）の推計では，これら政府サービス生産が十分に考慮され
ていない可能性が高い．


� 序章
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