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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

深尾京司・攝津斉彦・中村尚史
中林真幸・南 亮進・牧野文夫

第 1節　成長とマクロ経済
深尾京司・攝津斉彦

第 2節　政府の役割
中村尚史・中林真幸

第 3節　所得と資産の分配
南 亮進・牧野文夫

明治維新後，労働市場と土地市場の規制は撤廃され，金
融制度も全国的に標準化され，そして，財産権と契約の
自由を保護する司法制度も全国を網羅した．加えて，維
新政府は，近代産業を官営事業として国民に展示し，義
務教育によって科学技術を理解する認知能力を習得させ
た．その結果，国内総生産に占める農林水産業の構成比
は 1874 年の 60％から 1913 年の 36％に急落し，鉱工業
のそれは 9％から 21％に上昇した．1人当たり国内総
生産は，19 世紀半ばに既にヨーロッパ後発国に追いつ
いており，維新後もしばらくは近世以来のスミス的成長
の軌道を進んだ．近代技術の普及と教育による人的資本
の蓄積にともなって，鉱工業部門の成長が加速するのは，
1890 年代以降である．成長が分配に与えた影響は両義
的であった．90 年代以降，個人間の所得不平等度は拡
大した．一方，第一次世界大戦前の工業化は全国的に進
み，所得の地域間格差は広がらなかった．産業革命の時
代は，国土の柊衡ある発展の時代となったのである．

（中村尚史・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明治期日本における経済発展を概観する1）．

1．近代的成長の初期条件と経済成長の緩やかな加速

　明治維新以降，日本は先進諸国の技術や制度を積極的に導入し，経済は次第
に近代的成長（Modern Economic Growth）へと移行して行った2）．ただし，経済
社会の劇的な変化は混沌をもたらし，政府の政策も試行錯誤が続いた3）．この
ため経済成長は当初，緩やかであった．
　図 0‒1では，1846 年から 1913 年の期間について，日本の人口 1人当たり
GDPの推移を他の主要国と比較している（日本のデータは巻末付録付表 2に掲げ
た）．日本については，一橋大学経済研究所を中心とする研究者グループの推
計（以下，一橋推計と呼ぶ）を使っている4）．図 0‒1および以下の分析における，
日本以外の国のデータについては，アンガス・マディソン（代表的な研究として
は，Maddison（2001）参照）の仕事を受け継いだマディソン・プロジェクトのNew
Maddison Project Database（2013 年版）に基づく．
　明治初期における経済発展の初期条件を検討するために，1874 年前後につ
いて国際比較してみよう5）．74 年の推計値は，日本で本格的な工業化が始まる
前の，いわば近代的成長の初期条件を我々に教えてくれる．

1） 本節の記述のうちかなりの部分は，攝津・Bassino・深尾（2016）に基づいている．転用を認
めて頂いた共著者の Jean-Pascal Bassino 教授と『経済研究』編集委員会に感謝したい．
2） GDPとその構成を中心に多数の国の経済発展を比較研究したサイモン・クズネッツは，近
代的成長を以下の 6つの特徴で定義している（Kuznets，1973，pp．167‒171）．すなわち，（1）
人口 1人当たりGDPと人口の高成長，（2）生産要素全体の投入増を上回るGDP成長（後述す
る全要素生産性の上昇），（3）農業から鉱工業・サービス業への産業構造の急速な転換と個人企
業から大規模で特定の個人に依存しない企業組織への移行，それに伴う労働者の就業上の地位
変化，（4）都市化や宗教と政治・経済の分離など，社会構造や一般的な思考様式の転換，（5）進
んだ技術を背景に先進国が主導するグローバル化の進展，（6）成長が加速した諸国と遅れた諸
国との間の生活水準格差の拡大，である．
3） 明治期の日本の経済発展と政府の関係については，Saito（2014）pp．165‒184 を参照．
4） 一橋推計は，1885 年以降をカバーする旧来の長期経済統計（LTES；Ohkawa and Shinohara
（eds▆），1979）に主に基づくMaddison（2001）推計と比較して，明治初年から 1955 年までの経
済成長を低めに（言い換えれば明治初年の 1人当たりGDPを高めに）推計している．乖離の原
因については，攝津・Bassino・深尾（2016）および本講座第 2巻序章第 1節を参照されたい．

� 序章
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図 0‒1　人口 1人当たりGDPの推移ИЙ日本と他の主要国の比較
資料）日本は一橋推計（1846 年は Saito and Takashima（2016），74 年，90 年，
1909 年は攝津・Bassino・深尾（2016）による．1885 年以降はこれらと LTES
を用いて脚注 5に述べた方法で年次データを作成した），1846‒71 年のイン
ドは，Broadberry，Custodis，and Gupta（2015）から得た．他の諸国・年
については，New Maddison Project Database，2013 年版（http：//www．
ggdc．net/maddison/maddison‒project/home．htm）から得た．このデータ
ベースについては，Bolt and van Zanden（2014）参照．どの国についても，
データがない年は線形補間している．1880 年以前のインドネシアの数値は
ジャワ島の数値を使用した．

5） 攝津・Bassino・深尾（2016）は第二次世界大戦前について，ベンチマーク年のみ推計を行っ
ている．明治期についてはベンチマーク年として 1874，90，1909 年が選ばれている．この選択
の主な理由は，『明治七年府県物産表』の農林水産業および鉱工業の生産データが 1874 年につ
いて利用できること，製造業に関する『府県統計書』の記載が 90 年前後に充実していること，
『工場統計調査』が 1909 年に開始されたこと，である．本節および巻末付録では，このベンチ
マーク推計を前提とし，1885 年以降をカバーする LTES の年次データを用いて，（特に注記す
る場合を除き）内・外挿で，85 年以降の年次データを作成した．例えば 1890‒1909 年の場合，
（1）攝津・Bassino・深尾（2016）の推計に基づく当該変数の期中平柊変化率（年率）と LTES の
期中平柊変化率（年率）の差（前者マイナス後者）を補正変化率として算出，（2）攝津・Bassino・
深尾（2016）による 1890 年の推計値を起点として，LTES が推計した当該変数の年変化率にこ
の補正変化率を足した値を年変化率として，1891‒1908 年の年次データを算出，という作業を
行った．なお，1885‒89 年については，1874‒90 年について当該変数が一定率で変化したと仮
定して攝津・Bassino・深尾（2016）の推計値から 85 年の値をまず算出した上で，この 85 年と
90 年をベンチマークとして，上記（1），（2）と同様の手順で，1886‒89 年の年次データを算出し
た．
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　当時の日本は，ヨーロッパ諸国と比較するとまだ貧しかったが，アジア諸国
の中では既に十分に豊かな国であった．一橋推計によれば，1874 年の日本の
人口 1人当たり実質GDPは 1013 ドル（1990 年国際ドル，以下同じ）であった．マ
ディソン・プロジェクトの推計によれば，他のアジア諸国は，550 ドル前後
（中国，インド，インドネシア，ビルマ）もしくは 600 ドルを少し超える程度（フィ
リピン，タイ，台湾）の水準にあった．一方，ヨーロッパと比較すると，日本は
当時ヨーロッパで最も貧しかったポルトガル（966 ドル）よりも豊かであったが，
フィンランド（1204 ドル）よりは貧しかったことになる．
　日本は 1859 年に開港したが，一橋推計によれば 46 年の 1人当たり GDPは
既に 905 ドルに達しており，開港直後に急速な成長が起こり 1859‒74 年の間に
アジア諸国との差が大きく広がったとは考え難い．確かに開港後数年間で生糸
の生産が倍増し，茶の輸出も急拡大したが（岡崎・谷山・中林，2006），例えば 74
年における名目財輸出額は 1970 万円と（山澤・山本，1979），当時の名目GDP 7
億 1680 万円（巻末付録付表 2参照）の 2▆7％しかなかったこと，後述するように，
貿易は勝者と同時に綿作農家のような敗者を生み出したことを考慮すると，貿
易のGDP拡大効果は短期的にはそれほど大きくなかったであろう．むしろ貿
易は，それまで手に入らなかった最新技術を体化した資本財の輸入，洗練され
た輸入中間財・消費財を模倣した輸入代替財の国内生産，輸出財の改良や質の
コントロールを通じた学習，等を通じて，長期的に巨大なGDP拡大効果を持
っていたと考えられる．
　要するに，1874 年において既に日本の 1人当たりGDPが他のアジア諸国を
上回っていた現象は，幕末の開港から明治初期にかけての高成長に起因するの
ではなく，日本が徳川時代後半に，プロト工業化による経済成長を経験してい
たことに起因すると考えられる6）．
　次に一橋推計のベンチマーク年である 1846，74，90 年，および第一次大戦直
前の 1913 年の間について日本の成長を見ると，人口 1人当たりGDPの実質
成長率（年率平柊）は，1846‒74 年の 0▆4％から，1874‒90 年の 0▆9％，1890‒1913
年の 1▆2％へと，緩やかに加速していった．例えば，1874‒90 年における日本

6） このような東アジアにおける経済発展の小分岐とも呼べる現象については，本講座第 2巻序
章第 1節を参照されたい．
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の 1人当たりGDPの成長率は，中国やインドより格段に高かったものの，米
国やインドネシアなどに遠く及ばず，英国やドイツと同程度であった．明治日
本がアジアで最も早く近代的な国民国家へと移行を開始したことはおそらく奇
跡と呼べようが，明治期前半の 1人当たりGDPの成長自体は奇跡と言うほど
高くはない．これは，77 年の西南戦争に始まり，その翌年には権力の中枢に
いた大久保利通が暗殺され，後述するとおり，その間に進んだインフレーショ
ンが松方正義による緊縮政策によって急激なデフレーションへと転換するなど，
明治期前半の日本が社会・経済的に波瀾万丈な状況にあったことを反映してい
ると考えられる．

2．産業構造の変化と生産性の上昇

　明治期前半の経済成長は緩慢だったが，近代的成長の特徴である産業構造の
変化は急速に進んだ．まず，GDPに占める農林水産業の割合は 1874 年の 60
％が，90 年には 44％，1913 年には 36％と急落し，それとともに鉱工業（建設
業を除く）の割合が 9▆1％，14▆7％，20▆6％と急上昇していった（巻末付録付表 1）．
労働力の構成比についても，図 0‒2のとおり明治期前半に産業構造が大きく変
化した．第一次産業（農林水産業）の割合は 1874 年には 71％であったが，90 年
に 62％，1913 年に 58％と減少した．一方，第二次産業（鉱工業・建設業）は
1874 年の 13％から 90 年に 19％へと上昇した後，1913 年も 19％に留まって
おり，1890 年から 1913 年にかけての構成比の変化は小さかった．
　第二次産業の動向が示すとおり，1874‒90 と 1890‒1913 という 2つの期間に
はその経済発展のパターンに明確な違いが存在していた．明治は 1868 年から
1912 年までだが，以下では，1874‒90 を明治Ⅰ期，1890‒1913 を明治Ⅱ期と名
付け，対比してみよう．明治Ⅰ期は，社会経済的な混乱期であるとともに労働
集約的な工業および在来的な技術に依存した工業化の初期段階であり，明治Ⅱ
期は，松方デフレ後の相対的に安定した状況下で資本集約的な工業および輸入
された新技術による工業化が始まった時期であった7）．

7） 明治Ⅰ期と比較して明治Ⅱ期の第一次産業労働力の低下は緩やかであった．このことは，絹
生産，鉱業，鉄道による日本の工業化が，養蚕，木材生産などの農業部門の雇用を誘発する効
果を持っていた可能性を示唆している．
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　ここで，日本が 19 世紀後半に経験した人口構造の変化にも言及しておこう．
1700 年代後半から 1870 年代にかけて，日本の人口は 3100 万人から 3400 万人
前後の水準で推移したが，明治維新以後増加に転じ，90 年には 4000 万人，
1909 年には 4900 万人に達した（本講座第 2巻および本巻の第 1章）8）．経済構造の
変化は，このような人口構造の変化を伴って生じていた．この時期，第二次産
業と第三次産業は膨大な雇用を吸収したことになる．
　表 0‒1には，産業別の実質労働生産性の推移が示してある．1874 年において
は，第二次産業の多くの活動が江戸時代のプロト工業に起源を持つことをおそ
らく反映して，その労働生産性は，名目値で見ても第一次産業とほとんど同水
準であった．この 2産業ではともに，明治Ⅰ期において緩やかだが着実に労働
生産性が上昇した（第一次産業は 0▆98％，第二次産業は 1▆52％，ともに年率）．明治
Ⅱ期になると労働生産性上昇は加速し，第一次産業では年率 1▆25％，第二次産
業では同 4▆04％上昇した．両産業間の生産性上昇率格差は，特に明治Ⅱ期に
おいて両産業間の労働生産性の乖離をもたらした．これとは対照的に，第三次
産業は初期時点において最も高い生産性水準を示す一方，その上昇率は非常に

図 0‒2　就業者数の産業別構成
出典）本講座各巻巻末付録付表参照．データがない年は，線形補間してある．

8） 人口増加によって，無業者数を労働者数で割った無業者・有業者比率は，1874 年の 0▆60 か
ら，90 年の 0▆71 を経て，1909 年の 0▆92 へと上昇した．
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低かった（明治Ⅱ期において 0▆88％であり，これは全産業の労働生産性上昇率 1▆81％
よりもはるかに低い）9）．
　1890 年の第一次産業における比較的高い労働生産性と明治Ⅱ期における労
働生産性上昇の加速は，労働力の再分配と，いわゆる老農技術の普及による生
産性の上昇によって説明できるかもしれない．最初に考慮すべきは，明治Ⅰ期
において農村に「過剰労働力」が存在していた可能性である．畑地の水田への
転換や，絹や茶などの海外市場向け生産の開始によって，土地面積当たりの労
働投入が増加した地域もあったと考えられるが，天然資源は限られており，北
海道の開拓も総生産の増加に対しては限定的な効果しか持たなかった．明治Ⅰ
期に急速に減少した第一次産業労働人口（1532 万人から 1441 万人に減少）は，明
治Ⅱ期の急速な人口成長に合わせて増加に転ずるものの，74 年の水準を超え
ることはなかった（1913 年に 1514 万人）．
　第二次産業に目を向けると，同産業は人口増加に応じて増加した労働力（明
治Ⅰ期において，人口は 14％，労働力は 7％増加した）だけでなく，第一次産業から
の流入人口も同様に吸収した．このような労働力配分の変化は，Hayashi and
Prescott（2008）における，農業部門から非農業部門への労働力の再配分が，日
本社会に根付いた家父長制の影響によって妨げられたとする主張とは矛盾する
ように見える10）．
　身分制度や年貢の村請制などの影響によって，江戸時代における人口移動お
よび社会移動はある程度制限されていたため，明治初期の農業部門は，ルイ

表 0‒1　実質労働生産性の産業間比較
ИЙ1874，90，1909 年

（円：1934‒35 年平柊価格）

出典）巻末付録付表 2参照．

9） 明治Ⅰ期の第三次産業の実質労働生産性成長率は，推計上の仮定により 1890‒1909 年の成長
率に等しい（攝津・Bassino・深尾，2016）．
10） Hayashi and Prescott（2008）では，労働投入について長期経済統計シリーズのデータ（梅村
他，1988）が使われており，1885 年より前はカバーされておらず，副業も考慮されていない．
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ス・モデルが想定するような過剰就業状態にあり，労働の限界生産性も非常に
低い状態にあった可能性がある11）．しかし，明治維新以後数年でそのような江
戸期に課せられていた諸制限は撤廃された．中でも重要なのは，関所の撤廃お
よび身分制度の廃止ならびに農民による商業活動の自由化（実際には，江戸時代
においても農民による商業活動は各地域で営まれていた）である．明治Ⅰ期における
第一次産業人口の縮小は，このような制度改革の下で生じたと考えられる．
　第二次産業が第一次産業労働力を吸収したという事実は，明治Ⅰ期の経済成
長の特質を考える上で重要な意味を持つ．中央政府ならびに地方政府は，産業
発展の初期段階において生産要素の移動を促進するようなさまざまな政策を打
ち出した．工業化促進のための財政支出の規模はGDPに比して小さかったが
（Fukao and Saito，2013；Saito，2014），鉄道の敷設，海運業の近代化，郵便なら
びに電信の導入，金融システムの構築など，その政策の内容は経済発展に不可
欠な基盤を包含していた（中村，1971）．
　次に，明治期に達成された労働生産性上昇の源泉について，供給側の視点か
ら調べてみよう．労働生産性の上昇は，労働者 1人当たり資本ストック投入増
加の寄与（つまり資本装備率上昇の寄与）と，労働生産性の上昇から上記寄与分を
引いた残差として求められる全要素生産性（Total factor productivity，以下では
TFPと略記する）上昇の寄与に分解することができる．TFPの上昇は，技術水
準や資源配分効率の改善，教育の普及や熟練の蓄積による労働の質向上等によ
って，資本装備率を引き上げることなしに，労働生産性を上昇させる要因を測
っていることになる．
　このような要因分解を成長会計分析と呼ぶが，その結果が表 0‒2に纏めてあ
る12）．なお，データの制約のため，労働や資本の投入を計測する際に，労働時
間や設備稼働率の変動を考慮していない．このため，不況期には労働や資本の
投入を過大に見積もり，TFP上昇を過小に推計する危険があることに注意す
る必要がある．我々は，資本ストックデータの制約のため，分析対象期間を
1885 年以降としている．分析は，第一次産業（農林水産業）と非第一次産業（GDP

11） 穐本・西川（1975）が，幕末期の長州藩のデータ（『防長風土注進案』）を使って分析した結果
によれば，当時の長州藩における平場農村では，ルイス・モデルが想定するような過剰就業状
態にはなかったという．ただし，西川は後年この見解に若干の修正を加え，都市の雑業層が過
剰就業の温床となっていた可能性を指摘している（西川／牛島・斎藤編，2013）．
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がカバーする全経済活動のうち第一次産業以外）に分けて行った．第一次産業では，
生産要素としての土地の重要性に配慮し，労働生産性上昇への労働者 1人当た
り土地投入増加の寄与も推計した13）．データがカバーする 1885 年から 1913 年
の期間を 1899 年までとそれ以降に二等分して分析を行った．

表 0‒2　労働生産性上昇の源泉ИЙ成長会計分析 1885‒1913 年
（年率，％）

注）成長会計の方法については，脚注 13，15 参照．マクロ経済の成長会計では実質GDPを
連鎖方式で算出しているため，固定基準年方式の実質GDPとは僅かに異なる．
出典）脚注 12 参照．

12） データの出所について，詳細は深尾・牧野・攝津（2017）を見られたい．出所の概略は以下
のとおりである．第一次産業および非第一次産業における実質付加価値と就業者数は巻末付録
付表 2（労働時間の変動は考慮しない）による．第一次産業の資本ストックのうち農業の動植物，
農業機械は梅村他（1966）212‒213 頁，第 29 表の純資本，林業と水産業は大川他（1966）156‒159
頁，第 4表の純資本計を利用した．農業の小農具について，大川・高松・山本（1974）では農具
ストックに含めない方針に変更していることから我々も同様に処理した．農業の非住宅建物構
築物については大川・高松・山本（1974）92 頁，表 5‒18 の系列を純資本に変換して利用した．
以上の各資本を全て合計したものを第一次産業の資本ストックとした．非第一次産業の資本ス
トックは大川他（1966）160‒163 頁，第 5表の純資本計と同書 164‒165 頁，第 6表の純資本計
（農家住宅と非農家住宅の合計）を合計したものとした．第一次産業の土地投入については，速
水（1973）205‒207 頁，付表 C‒4 の耕地（田＋畑）面積を使った．第一次産業の労働・土地分配率
は速水（1973）37 頁，表 2‒7 の農業総産出における要素分配率の推計方法に準拠し，付加価値
に占める労働・土地分配率の時系列を算出しこれを用いた．非第一次産業の労働分配率（自営
業の労働所得を含む）は大川・南編（1975）616‒617 頁，付表 18 から得た．大川・南の推計は民
間部門のみを対象としているため，我々は政府部門の労働分配率もこれと同じと仮定している
ことになる．なお，明治期以降について，速水（1973）が農業，南／牧野（2002）が第一次産業お
よび鉱工業を対象に，成長会計分析を行っている．

第 1節　成長とマクロ経済 	



岩波講座　全6巻　日本経済の歴史　第3巻　近代1
aa01299_h_jo.ps : 0010 : 2017/8/22(14:12:37)

　表 0‒2の上段は，2つの産業における労働生産性の上昇（年率平柊）が，どのよ
うな要因で生じたのかを示している．
　第一次産業の場合，労働生産性上昇の最大の源泉は，技術や効率性の改善に
よるTFPの上昇であった．2番目の要因は，労働者 1人当たり耕地面積の拡
大であった．一方，労働者 1人当たり資本ストック増加の寄与は，比較的小さ
かった．1885‒1913 年の間に，労働者 1人当たり耕地面積と労働者 1人当たり
資本ストックは，それぞれ 33％，15％増加した．生産要素が生産において果
たす重要度は分配シェアで計測されるが，農業における分配シェアは，資本よ
りも土地の方が 3倍以上大きいため，耕地面積拡大の寄与の方が大きくなった．
1899 年以前と以後を比較すると，第一次産業における労働生産性上昇率は後
半にかけて加速した．これは 3要因ともに拡大したことによるが，特にTFP
上昇の加速がめざましい．
　非第一次産業の場合にも，労働生産性上昇の最大の源泉はTFP上昇であっ
たが，非第一次産業における資本ストックの急速な増加を反映して，労働者 1
人当たり資本ストック増加の寄与も，労働生産性上昇に大きく貢献した．
1885‒1913 年の間に，非第一次産業における労働者 1人当たり資本ストックは
1▆6 倍に拡大し，これは労働生産性を 16％上昇させた．
　1885‒1913 年の期間全体で 2産業を比べると，TFP上昇は非第一次産業の

13） 産業別の成長会計の方法は以下のとおりである．第一次産業 pでは労働 Lp，資本 Kp，お
よび土地 Apが，また非第一次産業 nでは，労働 Ln，および資本 Kn，が投入され，実質付加
価値 Ypと Ynが生産されているとする．2産業における生産関数が規模に関して収穫一定で，
十分に滑らかであり，生産要素投入量も時間を通じて滑らかに変化していくとすると，サプラ
イサイドの視点から，実質付加価値の増加率（当該年から翌年にかけての成長率で，対数値の
差として算出する）を，以下のように近似することができる．━

Yp＝ sK，p
━
Kp＋sL，p

━
Lp＋sA，p

━
Ap＋

━
Zp （1）━

Yn＝ sK，n
━
Kp＋sL，n

━
Lp＋

━
Zn （2）

ただし，━は各変数の（対数の差の形で表した）増加率を， は各変数の当該年と翌年における
平柊値を，sj，iは i産業における生産要素 jの分配率を，Ziは産業 iにおける全要素生産性
（TFP）を表す．各産業において全ての生産要素に関する分配率 sj，iの和は，常に 1に等しい．
2つの式の両辺からそれぞれの産業の労働投入の増加率を引き，分配率の和が 1であることを
使うと，次式を得る． ━

Yp－
━
Lp＝ sK，p（

━
Kp－

━
Lp）＋sA，p（

━
Ap－

━
Lp）＋

━
Zp━

Yn－
━
Ln＝ sK，n（

━
Kn－

━
Ln）＋

━
Zn

2 つの式において，左辺は各産業における労働生産性の上昇率を，右辺第 1項は労働者 1人当
たり資本ストックの増加が労働生産性を上昇させる効果を，右辺の最後の項はTFPの上昇率
を表す．また 1番目の式の右辺第 2項は，第一次産業において労働者 1人当たり土地投入の増
加が労働生産性を上昇させる効果を表す．表 0‒2上段はこのような成長会計の結果である．


� 序章


	aa01299_前扉_本扉
	aa01299_te_htbura
	aa01299_h_kankou
	aa01299_h_syaji
	aa01299_h_mkj
	aa01299_h_jo
	aa01299_h_01
	aa01299_h_02
	aa01299_h_03
	aa01299_h_04
	aa01299_h_05
	aa01299_h_frk
	aa01299_sak_h_01
	aa01299_te_tyo
	aa01299_te_okd
	aa01299_広告


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 4
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     4
     1
     7
     1444
     187
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0b
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 5.827 x 8.268 インチ / 148.0 x 210.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): 改良
      

        
     32
            
       D:20170830170057
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     Full
     1453
     310
    
     None
     Right
     7.0866
     0.0000
            
                
         Both
         5
         AllDoc
         332
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     737.0079
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0b
     QI+ 3
     1
      

        
     15
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





