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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・小塩隆士
尾髙煌之助・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
小塩隆士・尾髙煌之助

第 3節　所得と資産の分配
南 亮進・牧野文夫

高度成長は労働生産性と実質賃金の顕著な上昇をもたら
した．その源泉は，製造業とサービス業における全要素
生産性の上昇と労働者 1人当たり資本ストックの増加，
そして農林水産業から製造業およびサービス業への労働
移動であった．全要素生産性の上昇は技術移転と教育投
資の拡大によるものである．資本ストックの増加は，軍
事費の大幅な削減にともなって，財政赤字を埋める必要
のなくなった民間貯蓄に支えられていた．高度成長期の
政府は，1980 年代以降に比べると財政規模が小さく，
産業政策思想の面では基本的に自由競争との矛盾を避け
る，「小さな」政府であった．一方，所得分配について
は，戦時統制による資産所得の抑制と，戦後のインフレ
ーションによる金融資産の目減り，そして農地改革によ
り，一挙に平等化した．戦時期に導入が始まった累進的
な所得税，地方政府への所得移転，国民皆年金，そして
国民皆保険も平等化に貢献した．平柊余命の平等化に見
られるように，所得と暮らしの質の両面において，平等
化が進んだのである． （深尾京司・中村尚史・中林真幸）
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第 1節　成長とマクロ経済

1．戦時経済・敗戦・復興

　この節では，日中戦争と経済統制がはじまる 1937 年から高度成長が終わる
73 年までを対象に，日本の経済成長とマクロ経済を概観する．図 0‒1は，この
時期の人口 1人当たり実質GDPの推移を国際比較したものである．この図か
ら，日本がいわゆる高度成長期（1955‒73 年）に西欧諸国に対する猛烈なキャッ
チアップを成し遂げたことが読み取れる．明治維新以来追い求めていた目標に，
およそ 100 年の時を経てようやく到達したとも言えよう．後述するように，こ
のようなキャッチアップは製造業を中心に生じた生産性の著しい上昇と急速な
資本蓄積によってもたらされた．さらに，製造業における生産性の上昇は，図
0‒2で示される物価の動向からも読み取ることができる．すなわち，生産性の
上昇によって多くの工業製品の価格は下落する傾向にあったため，1950 年以
降，GDPデフレーターや農林水産物の価格が上昇傾向にある中で，工業製品
の価格は安定的に推移していた．以下では，このような成長がどのようにして
生じたのかを論じるが，まずは高度成長の初期条件を明らかにするべく，戦時
経済期および敗戦・復興期の状況を見てみることにしよう．
　1937 年に日中戦争と経済統制が始まり，41 年には太平洋戦争が勃発した（中
村，1989）．戦時中ならびに終戦直後の日本の経済状態を示す正確なデータを得
ることは難しいが，限られた資料を使って，この時代のマクロ経済の動向を見
てみることにしよう．先に示した図 0‒1によってこの時期の 1人当たりGDP
の変化をみると，37 年の統制開始直後は若干の上昇がみられるものの，その
後は停滞し，敗戦により大幅に低下している．これは，アメリカやイギリスの
ように戦時期に大幅な成長がみられた国々とは対照的な動きであった．表 0‒1
はこの期間の産業別実質労働生産性成長率をみたものである．40 年から 44 年
にかけては，第 1次産業，第 2次産業ともに労働生産性が低下する一方で，第
3次産業だけは労働生産性が上昇した．これは，後に見るように，この期間に
第 3次産業の労働力が第 2次産業へと大量に移動したにもかかわらず，第 2次
産業と第 3次産業の実質GDPは大きく変化しなかったことによる（第 1次産業

� 序章
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のGDPは同期間におよそ 14％低下した）．終戦を挟んだ 44 年から 47 年の成長率
をみると，全産業で大幅な労働生産性の低下が生じていることがわかる．特に，
第 2次産業は年率－36▆2％と著しく低下している．
　戦時下の動員にもかかわらずGDPをほとんど拡大できなかった日本は，戦
争継続につれ国民の窮乏化が進んだ．巻末付録付表 3が示すとおり，1942 年以

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（1937‒73 年）
出典）1955 年以前の日本は一橋推計（攝津・Bassino・深尾，2016）．日本以外
の国と 1955 年以降の日本は，New Maddison Project Database（http：//
www．ggdc．net/maddison/maddison‒project/data．htm）のデータ．

図 0‒2　物価の推移ИЙ1937‒73 年
注）1945 年を除く．44 年以前は 1934‒36 年＝1，46 年以降は 1970 年＝1．
出典）巻末付録付表 4参照．
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降GDPに占める軍事費のシェアが約 3割に達する一方，個人消費は約 4割ま
で落ち込んだ．
　経済統制の影響の大きさは，この時期の産業構造の変化をみるとよく分かる．
表 0‒2は戦時期の産業別有業人口を示しているが，1940 年から 44 年にかけて
第 1次産業と第 3次産業の有業者数が減少し，第 2次産業に吸収された．なか
でも，先述の通り第 3次産業の減少が顕著である1）．それが戦後の 47 年にな
ると，第 2次産業の有業人口は 40 年の水準を下回るところまで減少する一方
で，第 1次産業のシェアが大きく拡大し，第 3次産業は 44 年とほぼ同数であ
った．戦間期に不況が生じた際には，第 1次産業とともに第 3次産業が雇用の
緩衝装置として機能したことが指摘されている（例えば，尾高，1984，154‒166 頁）
が，終戦直後にかんして言えば，第 1次産業がその役割を中心的に担ったと言
えよう．
　統制経済下において，労働力が集中的に投入された第 2次産業の有業人口の
構成をもう少し細かく見ると，1940 年から 44 年にかけて機械器具工業のシェ
アが拡大し，その一方で紡織工業のシェアが大幅に縮小した（梅村他，1988，
260‒261 頁）．このことは，生産設備の面からも読み取ることができる．中村
（1980）の第 34 表には，戦時中に重化学工業（金属，機械器具，化学）の設備が大き
く拡張される一方で，繊維を始め軽工業の設備は，戦時中の企業整理によって
大幅に縮小されたことが示されている．このようにして戦時に拡張された重化
学工業の設備は，戦後へと受け継がれていくことになる．

表 0‒1　産業別実質労働生産性の上昇率
（年率，％）

出典）産業別GDPは溝口・野島（1993）
28 頁，労働力は梅村他（1988）260‒261 頁．

表 0‒2　戦時期の産業別有業人口
（1▅000 人）

注）副業は考慮されていない．
出典）梅村他（1988）260‒261 頁．

1） 第 3次産業の中でも，販売業（卸売・小売業）の減少が著しく，1940 年時点で 351 万人であ
ったものが，44 年には 155 万人と半数以下となった（梅村他，1988，第 3部，第 22 表）．

� 序章



岩波講座　全6巻　日本経済の歴史　第5巻　現代1
aa01301_h_jo.ps : 0005 : 2018/1/12(09:17:48)

　また，こうした物的な遺産だけでなく，戦時中に導入された諸制度もまた，
戦後に引き継がれた．例えば，軍需会社と金融機関を結びつける「軍需会社指
定金融機関制度」は，戦後の金融系列の源流となったし，政府と企業の関係も
また密接となったが，この時に政府が導入した「行政指導」の慣行は戦後にも
存続した．さらに，健康保険制度は 1938 年にその対象が拡張され，41 年には
労働者年金保険法が成立するなど，戦後へとつながる社会保険制度が導入され
た．同じく 41 年に食糧管理局設置とともに導入された「食糧管理制度」は，
地主の支配力を弱める効果を持ち，戦後の農地改革を準備することになった
（中村，1989，35‒37 頁）2）．
　一方，戦争による被害の大きさをみると，人的な被害は，戦死・戦病死者が
陸海軍あわせて 155 万人，空襲による死者 30 万人，負傷行方不明者および在
外邦人等を加えておよそ 300 万人と見積もられている（中村，1980，142 頁）．ま
た，物的な損害は，経済安定本部による報告書によると，建築物，機械器具，
船舶，家具家財，生産品等からなる国富のうち，643 億円が戦争によって破壊
される一方で，1889 億円が残存した．つまり，戦争によって国富のほぼ 25％
が失われた計算になる（巻末付録付表 1）．
　なお，図 0‒3が示す通り，戦争末期の 1944 年から 46 年にかけて，第 2次産
業を中心にGDPが大幅に縮小したが，生産減少の主因は投入資源の深刻な不
足と敗戦後の混乱であった．米国の潜水艦，航空機による船舶攻撃と機雷投下
により，日本の船舶保有量はその増産にもかかわらず 43 年以降減少し，44 年
後半には石油をはじめとする南方からの資源輸入が途絶し，45 年春には日中
間も航行できなくなった（中村，1989）．日本経済は，米国のマリアナ諸島攻略
により 44 年 11 月末以降本格化した爆撃が本土の産業設備・社会資本を破壊す
る以前に，資源枯渇のため急速に崩壊しつつあった（United States Strategic
Bombing Survey，1946）．
　1945 年 8 月の降伏後，米国を主体とする連合国の占領政策により，「非軍事
化」と「経済民主化」をめざして財閥解体，農地改革，労働改革等，日本を造
り替える改革が実施され始めた．これらの改革は，所得分配の平等化や企業間

2） 戦時中に形成された諸制度が戦後の日本経済に与えた影響については，岡崎・奥野（1993）を
参照．
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競争の強化等を通じてその後の成長に大きく寄与したと考えられるが，戦後し
ばらくは，財閥解体・経済界指導者の公職追放による混乱，国内及び海外での
輸送の寸断，賠償のための生産設備撤去，生産能力払底による輸出低迷（巻末
付録付表 3参照）がもたらした深刻な外貨不足，世界的な物資不足，等により極
めて低い生産水準が続いた．
　以上のような供給能力の大幅な低下に加えて，戦中から行われていた政府債
務の日銀引き受けによる日銀券発行高の増加が戦後も臨時軍事費（復員軍人への
退職金支払や軍需産業への支払）の大量撒布や連合軍費用の支払のために続けられ
たこと，闇市場の拡大，インフレーション予想の加速による貨幣保有からの逃
避（中村，1989）等により，日本は戦争末期から敗戦後にかけて，激しいインフ
レーションを経験した（Saito，2017）．政府は 1946 年に，預金封鎖・新円切り替
え，一部預金の切り捨て，戦争中に軍需会社や保険会社に約束した戦時補償の
打ち切り（本巻第 2章参照）等の措置をとったが，物価上昇は続いた．企業物価
指数は 1944‒46 年に 7倍，1946‒47 年に 3倍，1947‒48 年に 2▆7 倍と，減速し
ながらも 51 年まで上昇を続け，1934‒36 年と比較した 51 年の物価は，農林水
産物，工業製品，企業物価指数で 300 倍以上，GDPデフレーターで 259 倍に
達した（図 0‒2参照）3）．

図 0‒3　産業別GDPの対前年成長率（1941‒55 年）
注）1960 年代前半に行われた経済企画庁『国民所得白書』の古い推計とは異
なり，溝口・野島（1993）に基づく．詳しくは，攝津・Bassino・深尾（2016）
の補論 3参照．
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　なお，このような激しいインフレーションと戦時補償の切り捨てによって
（つまり預金者や株主の損失によって），国の債務は大きく削減された．（戦時補償債
務を除く）政府債務総額は，1944 年度の国民所得の 2▆6 倍から 46 年度には 73▆5
％まで低下した（藤木，2000）．
　1947 年以降は図 0‒3が示すとおり，第 2次産業を中心にGDPは急速に回復
していった．1947‒48 年にはまた，米国が対日政策の基本目的を「非軍事化」
から「経済復興」に転換した（三和，1989）．これは，第 2次大戦後深刻化した
米ソ対立の下で米国が，日本を極東における唯一の潜在的な軍事・産業の大基
地と見なし，その復興を東アジア安定のために欠くべからざるものと判断した
ためと考えられる（Kennan，1967，ch．16；中村，1989）．
　この回復期には，遊休設備を背景に民間固定資本形成は低調であり，GDP
の多くは民間消費に使われた．一方，輸出と輸入は次第に拡大していった（巻
末付録付表 3）．
　この時期にはまた，日本経済に影響を与える 3つの大きな出来事が生じた．
第一に，1947 年から 48 年にかけて，限られた資源を石炭と鉄鋼の生産に集中
的に投入し，供給不足解消を図る傾斜生産方式が導入された．第二に，1949
年にはインフレの解消と日本経済の自立化を急速に進めるべく，超柊衡予算を
柱とするデフレ政策，すなわちドッジ・ラインが実施された．第三に，50 年
に朝鮮戦争が勃発するが，この戦争によって生じた特需によって，日本経済は
大きな恩恵を被ることになる．
　これら 3つの出来事に対する評価は様々で，一定していないのが現状である．
例えば，傾斜生産方式については，鉄鋼生産への波及効果を認める岡崎（2002）
とともに，石炭割当に一定の効果があったとする香西（2007）や，鉄鋼業の生産
増加は，傾斜生産方式ではなく鉄鉱石の輸入増加によるものとする大来（2010）
第 1章のような見解がある．ドッジ・ラインについては，1948 年には既に物
価は安定の兆しを見せていたため，インフレの抑制という面では特に必要がな
かったという見方も可能かもしれない．しかし，それまでの統制と保護を重視

3） ハイパー・インフレーションに関する古典的な研究であるCagan（1956）が分析しているヨ
ーロッパの 7つのケース（例えばドイツでは 1922‒23 年の 16 か月の間に物価が 1▆02×1010 倍に
上昇した）と比べると，日本のインフレーションは格段に穏やかであるため，本節ではハイパ
ー・インフレーションとは呼ばないこととする．
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した経済復興という立場から，市場のルールに基づいて日本経済の自立を図る
という立場への大きな方針転換がなされた点で，ドッジ・ラインは大きな意味
を持つと言えるだろう．また，朝鮮戦争の特需についても，戦争開始以前から
輸出数量が上昇していたため，特需がなくともドッジ・ラインによる不況を乗
り越えることができたとする説もあるが（大来，2010，第 2章），中村（1980）166‒
168 頁が指摘するとおり，朝鮮戦争は輸出の拡大だけでなく，対アメリカ軍特
需が日本に多額の外貨収入をもたらした点も無視することができない．その額
は 51 年に 5▆9 億ドル，52 年と 53 年にはそれぞれ 8億ドルを越え，日本は輸出
額の 60‒70％におよぶドル収入を得たのであった．この特需が日本の国際収支
の天井を押し上げ，輸入可能額が増大したことによって，その後の経済成長を
可能とする条件が整えられたのである．
　またこの時期には，日本の国際社会への復帰も進んだ．1951 年 9 月には米
軍の駐留継続を認める（旧）日米安全保障条約と一体の形で（Kennan，1967，ch．
16），米国を中心とする 48 か国とのサンフランシスコ講和条約に調印し，52
年 4 月の発効により日本は主権を回復した（奄美群島，小笠原諸島，琉球諸島の返
還はそれぞれ 1953，68，72 年）4）．52 年には国際通貨基金（IMF），国際復興開発
銀行（世界銀行）への加盟，1955 年にはWTO協定の前身である関税及び貿易に
関する一般協定（GATT）への加盟を果たした（ただし多くの国は最恵国待遇を日本
に付与することを拒否し，対日差別は長く続いた．安場・猪木，1989）．こうして，戦
間期の経済ブロック形成や通貨制度混乱への反省に基づき，米国など西側諸国
が中心となって自由貿易と為替レートの安定を目指して構築した国際貿易・通
貨体制に，日本の参加が可能となった．

2．高度成長期の成長会計分析

　1953 年には人口 1人当たり実質GDPが，また 55 年には労働生産性が，そ
れぞれ日中戦争前の 36 年の水準を回復し，日本経済は復興期から高度成長期
と呼ばれる新しい局面へと移行した5）．55 年以降，年率平柊 10％弱と驚異的
に高い実質GDP成長が 70 年代初頭まで続いた6）．1955‒70 年の間に，実質

4） 1956 年には日ソ共同宣言の調印と国際連合加盟が実現した．
5） ただし，労働生産性が敗戦前のピークである 1942 年の水準を回復したのは，1960 年である．
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GDPは 4倍，人口 1人当たりGDPは 3▆5 倍（2015 年の円に換算して，50 万円から
175 万円に増加した）7）に拡大し，産業構造や国民の生活水準は大きく変化した．
このような長期にわたる高成長の持続は，日本にとって空前絶後であるだけで
無く，世界史的にもそれ以前にはほとんど見られない現象であった（図 0‒1で使
ったNew Maddison Project Database および小宮，1975b，第 1章，参照）．その後，
シンガポール，台湾，韓国，中国など東アジアの国々も長期にわたり驚くべき
成長を経験したが，その先駆けとなった点でも8），日本の高度成長は世界的に
関心を集めてきた．
　以下ではまず，1955‒70 年における経済成長の原動力を，供給側の視点から
成長会計分析で調べてみよう．なお，高度成長期までは第 1次産業のシェアが
大きく，経済成長に大きな影響を与えたため，経済全体を第 1次産業と非第 1
次産業に分けた 2部門モデルを用いる．
　分析の結果を，表 0‒3にまとめた．ここでは，労働生産性の上昇を，（1）労
働者 1人当たり資本ストック増加の寄与，（2）第 1次産業とマクロ経済につい
ては労働者 1人当たり耕地面積拡大の寄与，（3）残差として計算され技術水準
や生産効率の向上を反映すると考えられる全要素生産性（TFP）上昇，に分解し
ている（本講座第 3巻および第 4巻の序章第 1節と同じ手法を使っている．その詳細は，
第 3巻を見られたい）．なお，労働生産性上昇率に労働者数の増加率を足すと，
各産業の実質GDP成長率が得られる．またマクロ経済の労働生産性上昇率に
全人口に占める労働者数の割合の上昇率を足すと，人口 1人当たり実質GDP
の成長率が得られる．これらの値も表中に示した．

6） 第 1次オイルショック（1973 年）とその後の狂乱物価に対応した金融引き締めで，日本は
1974 年に，46 年以来初めてのマイナス成長を記録した．日本のGDP成長率は 73 年まで高か
った（巻末付録付表 1）が，生産年齢人口増加の減速，71 年以降の円高など，高度成長を支えた
要因は 1970 年頃より減退しつつあった（安場・猪木（1989）は高度成長の時代を 1956‒70 年とし
ている）．70 年以降は労働の質や労働時間の変化，実質中間投入指数など，より詳細なデータ
が利用可能であることも考慮して，70 年以降の成長会計分析は本講座第 6巻で行うこととす
る．
7） 巻末付録付表 1のデータに基づく．換算方法は本講座第 4巻序章脚注 2を参照．
8） 韓国や中国の高度成長は，日本の場合より格段に低い 1人当たりGDPの水準から出発して，
より長期にわたって高成長を持続したこと，中国では日本と異なり対内直接投資が成長に重要
な役割を果たしたこと等，国によって高度成長のパターンは異なる．しかし，極めて高い国内
貯蓄率を背景に，資本蓄積主導の成長を行ったこと（Fukao and Yuan，2016），開かれた海外
市場を享受したこと，都市国家以外では第 1次産業から非第 1次産業への労働の大移動を伴っ
たこと（McMillan and Rodrik，2011），等の類似点も指摘できる．
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　表 0‒3では，高度成長期（1955‒70 年）を，重化学工業化が進み比較的高い成長
率を記録した昭和戦前期（1926‒40 年）と比較している．また 1940 年以降につい
ては，5年毎の分析結果を載せた．利用したデータとその出所は，37 年以降に
ついては巻末付録付表 1に収めた．それ以前のデータは本講座第 4巻巻末付表 2
を見られたい．

表 0‒3　労働生産性上昇と経済成長の源泉：成長会計分析：1926‒70 年
（年率，％）

注・出典）1940 年以前のデータの出所および分析手法の概略は本講座第 3巻序章第 1節参照．
詳細は，深尾・牧野・攝津（2017）参照．41 年以降のデータの出所については巻末付録付表 2
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の成長率とは僅かに異なる．労働投入については，45 年以前の期間に関する分析
は有業者ベース，それ以降の期間に関する分析は就業者ベースである．本文中の記述も同様．
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