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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・小塩隆士・南 亮進・牧野文夫

第 1節　成長とマクロ経済 深尾京司

第 2節　政府の役割 小塩隆士

第 3節　所得と資産の分配
南 亮進・牧野文夫

高度成長期の生産性上昇は，資本装備率の上昇と，米欧
からの技術移転，長期雇用関係に基づく企業内訓練や系
列取引を通じた中小企業への技術伝播による全要素生産
性の上昇に支えられてきた．しかしこのシステムは，労
働人口増加の減速，技術移転の完了，生産の海外移転な
ど，1980 年代以降の環境変化の下で，変革を遅らせる
制度的桎梏として作用する．国際化・技術革新に取り残
された中小企業と，企業内訓練から排除された非正規労
働者が生産性上昇を減速させた．特に情報技術の革新は，
正規・非正規労働者間の所得格差を拡大した．また，70
年代以降，社会保障制度は，所得再分配の機能を強めた
が，90 年代以降，社会保障給付に必要な政府貯蓄の赤
字を，現役世代の負担増や受益者世代の給付抑制ではな
く，民間貯蓄による国債購入によってまかなう構造が定
着した．しかし，少子高齢化により民間貯蓄から政府貯
蓄赤字を引いた国民貯蓄はゼロに近づきつつある．この
持続不可能な道からの脱却には，出生率と高齢者就業率
の上昇，そして教育投資増による現役世代の生産性上昇
が喫緊の課題である． （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．高度成長から安定成長，そして長期停滞へ

　この節では，高度成長終焉後の 1973 年から 2010 年代までを対象に，日本の
経済成長とマクロ経済を概観する．
　図 0‒1は，1955 年から 2015 年までの人口 1人あたり実質GDPの推移を国
際比較している1）．高度成長によって日本の 1人あたりGDPは，1970 年代は
じめには，米国には及ばないものの（70 年において米国の 65％），英・仏・独な
ど欧州主要国と肩を並べる水準に達した．日本の 1人あたりGDPの増加率は，
70 年代に入って大きく減速したが，それでも米国や欧州主要国の増加率を上
回り，90 年には，日本の 1人あたりGDPは，米国の 85％，欧州主要国より
も 1‒2 割高い水準に達した．しかし，91 年の「バブル経済」崩壊後は，日本
の 1人あたりGDP増加率は，米国や欧州主要国のそれを下回り，2015 年には，
1人あたりGDPで比較した日本の相対的な豊かさは，米国の 69％，欧州主要
国と同水準まで後退した2）．なお図 0‒1が示すように，台湾や韓国は 1970 年代
から 90 年代にかけて，また中国は 90 年代以降，日本の高度成長期と同様の急
速な経済成長を経験した3）．
　図 0‒1から明らかなように，日本の 1人あたりGDPの経路は，1970 年代と
90 年代の初めに，それぞれ大きく下方に屈折した．以下では，1955‒70 年を高
度成長期，それより成長が減速したものの他の先進諸国より優れたパフォーマ
ンスを維持した 1970‒90 年を安定成長期，成長が更に減速し他の先進諸国に後
れをとった 90 年以降を長期停滞期と呼ぶこととする．高度成長の終焉自体が
重要な現象であるため，高度成長期とそれ以降の 2つの時期を適宜比較しなが
ら叙述する．

1） 国際比較にあたっては各国間での物価水準の違いを調整し，各国GDPを 1990 年の米国に
おけるドルの購買力を基準にして測っている．
2） 2013 年以降，アベノミクスにより円ドルレートが大幅に円安化したため，市場為替レート
で 1人あたりGDPを比較した日米格差は，近年ではこれ以上に大きい．
3） 近年の台湾や韓国の 1人あたりGDPは，安い国内物価を考慮した（1990 年の）購買力平価ベ
ースでは，日本や欧州主要国をやや上回る水準に達している．

� 序章
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　日本が高度成長から安定成長へ移行した 1970 年代初めには，深刻な経済シ
ョックが日本を襲った．まず，ニクソン・ショック（71 年 8 月）4）とその後のス
ミソニアン体制崩壊（73 年春）による変動レート制への移行が，円を急騰させた
（後掲する図 0‒5参照）．また，円高阻止等を目指した過剰な金融緩和政策（1971‒
73 年）を主因とし（小宮，1988，第 1章），「日本列島改造論」の掛け声の下で行わ
れた財政支出の大幅増（1972‒73 年）および第一次石油危機（1973‒74 年）も寄与し
て，「狂乱物価」が発生した（物価水準の推移については図 0‒2参照）．60 年代後半

図 0‒1 人口 1人あたりGDPの推移ИЙ日本と他の主要国の比較（1955‒2015 年）
出典）Conference Board の The Conference Board Total Economy Database，
2016 年 5 月版（http：//www．conference‒board．org/data/economydatabase/）
より得た．中国の数値は中国公式統計の過大推計問題を考慮し，China‒Offi-
cial ではなく China‒Alternative を用いた．1960 年以前のロシアはソ連の数値
を接続している．90 年以前のドイツは東ドイツを含む．Conference Board の
データと本講座第 5巻序章第 1節で利用したNew Maddison Project の 1955
年以降のデータ（http：//www．ggdc．net/maddison/maddison‒project/data．
htm，2010 年までをカバー）は，共に各国政府のGDP・人口統計と世銀・国
連・OECDの国際比較プログラム（ICP）の購買力平価推計に基づくため，中国
以外の国についてほぼ一致している．

4） 第二次大戦後に西側諸国が参加した国際通貨体制（IMF体制）では，固定レート制（基礎的不
柊衡時には平価の変更が認められたため，アジャスタブル・ペッグ制と呼ぶ方が正確である）
の一環として，米国はドルと金の兌換を義務づけられていた．インフレーションと金保有の減
少によりドルへの信認がゆらいだ米国は，1971 年 8 月にニクソン大統領が兌換の一時停止や
輸入課徴金導入等を一方的に宣言し（ニクソン・ショック），これが固定レート制終焉の契機と
なった．70 年代までの国際通貨制度の変遷と日本の対応については小宮（1975）第 6，7章およ
び小宮（1988）第 1章参照．
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から 70 年代には，公害など環境問題が深刻化し，様々な環境規制が導入され
た（厚生省『公害白書』，環境庁・環境省『環境白書』各年号を参照）．これも産業構
成や日本の成長パターンに影響を与えた．例えば，大都市圏における工場立地
規制が人手不足と相まって，工場の地方立地を促し，地域間経済格差を縮小さ
せた（徳井他，2013）．
　第一次石油危機による海外への巨大な所得移転は5），資本収益率低下を通じ
て投資の減少（後掲する図 0‒6参照）を，また実質賃金上昇の減速を通じて家計消
費の停滞をもたらした（小宮，1988，第 2章）．これに加えて，インフレーション
収束のための厳しい金融引締（1973‒74 年），円高と貿易摩擦深刻化（本巻第 4章参
照）がもたらした輸出産業への打撃，原油価格上昇によるエネルギー集約的な
輸出産業の停滞（本巻第 4章参照），等により，1976‒78 年には巨大な供給過剰が
生じた（後掲する図 0‒3および小宮，1988，第 2章参照）．1979‒80 年には，第二次

図 0‒2　各種物価水準の推移ИЙ1970‒2016 年（2000 年＝1）
出典）巻末付録付表 1参照．

5） 1973 年秋に生じた第一次石油危機の結果，74 年 5 月までに日本が輸入する原油価格は 73 年
前半の約 4倍に高騰した（円ベースで見た石油・石炭・天然ガスの輸入物価の推移は図 0‒2参
照）．これによる産油国への一種の所得移転は，74 年には GDPの 3▆1％にも達した（小宮，
1988，第 2章）．図 0‒2が示すとおり，石油・石炭・天然ガスの輸入物価は第二次石油危機時
にも，2倍以上高騰した．また 2006‒08 年における中国など途上国の台頭と欧米の好況による
資源ブーム時にも大幅に上昇した．11 年以降の高騰には，東日本大震災（11 年 3 月）後の原子
力発電所停止による天然ガス投入急増に伴う輸入価格の上昇や，12 年末以降の円安が寄与し
ていると考えられる．
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石油危機が発生し，GDPに対する比率で第一次石油危機とほぼ同規模の海外
への所得移転が生じた（小宮，1988，第 2章；近藤，2011）．
　なお，第一次石油危機後の日本では，エネルギー集約的産業の縮小や省エネ
ルギー技術導入により，省エネルギー化が進み，実質GDPあたりのエネルギ
ー消費量は，1990 年には 74 年の 3分の 2にまで縮小した（近藤，2011，図表 2‒
5）．これは，石油価格の統制によって省エネルギー化が遅れた米国とは対照的
であった．第二次石油危機後，多くの工業国は長期間にわたってインフレーシ
ョン，国際収支赤字，高失業率，工業生産の停滞，等に苦しんだが，日本では
マクロ経済のパフォーマンスが，これら諸国や第一次石油危機時と比較して，
格段に優良であった（小宮，1988，第 2章）．省エネルギー化に加え，後述するよ
うに第二次石油危機後は労働組合が雇用を重視し賃金引き上げに固執しなかっ
たこと，金融政策が適切に運営されたこと，等に起因していると考えられる．
　一方 1990 年代初めには，「バブル経済」が崩壊して，安定成長から長期停滞
への移行の契機となった．「バブル経済」を発生させる一因となった，86 年前
後における異常な金融緩和政策を理解するには，80 年代前半のドル高期から
見ておく必要がある（詳しくは，深尾，2002 参照）．
　米国は 1981 年から，レーガン政権の下でレーガノミクスと呼ばれる，極端
な高金利政策と大幅減税，軍事支出拡大とそれ以外の歳出削減，などの一連の
政策（近藤，2011 参照）を実施した．ドル金利の大幅上昇により，ドルが他通貨
に対して高騰した．ドル高とドル金利の高騰は，79 年の第二次石油危機以降，
短期のドル建国際銀行借入によって経常収支赤字をファイナンスしながら高い
成長率を目指す政策を採用してきた，ラテンアメリカを中心とする中所得国に
とって債務の返済を困難にし，累積債務問題が急速に深刻化した．中所得国等
の成長減速は一次産品価格を下落させた．累積債務問題と原油を含めた一次産
品価格の低迷は，80 年代初めまでの国際資金市場における最大の借手である
中所得国と最大の貸手である産油国の比重を共に低下させた．代わって米国が，
高金利によるドル高，財政赤字，84 年以降の投資ブームにより，世界最大の
経常収支赤字主体となった．
　米国の通貨高と輸入拡大のもとで，日本は第二次石油危機後の不況から輸出
主導で脱出した．この時期，日本は世界最大の経常収支黒字主体となり，貯蓄
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超過を主に対米投資で運用した．また輸出主導の成長により，一般政府財政赤
字を減らすことができた（後掲する図 0‒4参照）．一方，多額の経常収支赤字が自
国の政策に起因することを理解しない米国議会では，膨大な対米黒字を記録す
る日本への批判と保護主義が高まった．
　米国では 1980 年代半ばに，ドルのソフトランディングをめざす政策に転換
し（深尾，2002），それまでの強い金融引締と財政拡張というポリシーミックス
とドル高の放任という為替政策を変更した．米国金利は大幅下落し，財政赤字
は削減されていった．またプラザ合意（1985 年 9 月）により，先進国の協調介入
によるドル高修正，および米国の財政赤字削減と日・独等の内需拡大という組
み合わせによる先進国間での「政策協調」が開始された．プラザ合意にもとづ
く協調介入をきっかけに，86 年にかけて円は日本の通貨当局にとって予想外
に騰貴し，国内景気は急速に悪化していった．
　日本は 1985 年から 87 年に 5度の公定歩合引き下げを行うなど大幅に金融を
緩和し，89 年の公定歩合引き上げまで，低金利を続け，民間投資主導による
景気回復を目指した．一方，一般政府財政赤字が減少し続けたことが示すよう
に（後掲図 0‒4），景気対策として財政政策をほとんど発動しなかった．87 年以
降は，景気拡大や資産価格上昇にともない財政赤字は急速に減少を続けた．ま
た内需拡大と円高で，経常収支黒字は縮小していった．
　1987 年前後の資産価格高騰（第 2章参照）と民間設備投資急増（後掲図 0‒4）に見
られた景気加熱の兆候にもかかわらず日本が金融引締を遅らせた原因としては，
更なる円高を回避したいという通貨当局の強迫観念があった．船橋（1988）によ
れば，日本銀行高官はこの間の金融政策を「全く為替に振り回された」と回想
した（船橋，1988，86 頁）．この時期の金融政策では，為替安定について米国の
合意を取り付けるためや米国のドル安誘導口先介入を止めさせるために内需拡
大のための協調利下げ要求を受け入れたり，ブラック・マンデー時（87 年 10
月）に対米配慮したりするなど，米国との関係が，金融引締を遅らせる一因と
なった．
　1989 年以降の厳しい金融引締により「バブル経済」は崩壊し，銀行の不良
債権問題や企業のバランスシート毀損が生じ（第 2章参照），民間投資の急減（後
掲図 0‒4参照），供給過剰（後掲図 0‒3参照）と，その後長く続く緩やかだが継続的
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なデフレーション（図 0‒2）が始まった．
　以上見てきた，石油危機，プラザ合意による円高，「バブル経済」崩壊，等
の巨大な経済ショックは，需要の低迷や民間投資の減少を通じて，日本の経済
成長を減速させたと考えられる．しかし，1981 年以降のレーガノミクス下で，
原油を含む一次産品の価格が暴落したり（図 0‒2），2000 年代に入って金融の機
能不全や企業のバランスシート毀損問題がほぼ解決したりした後も，需要の低
迷は続いた．1970 年以降の経済成長の減速を長期的視点から概観すると，需
要低迷と資本蓄積停滞の背景には，以上のような個々の経済ショックだけでは
なく，需要面と供給面双方について，長期にわたる深刻な構造的問題が存在し
たように思われる（深尾，2012，第 1章）．以下では，需要面の構造的問題を第 2
項で，供給面のそれを第 3項で，詳しく議論する．

2．貯蓄超過問題

　日本の 1人あたりGDP増加減速の原因については，成長会計の手法を使っ
て，資本蓄積低迷や全要素生産性（TFP）上昇の減速など，供給サイドから分析
することができる．しかし，需要不足の予想のために企業が設備投資を控えた
り，労働や資本設備の遊休によって生産性が低下したりするなど，経済成長は
需要サイドの要因にも大きく左右される．特に 1970 年代から 2010 年代までの
日本経済は，深刻な需要不足にしばしば悩まされ，これが低成長の重要な原因
の一つとなってきたと考えられる（吉川，1992，第 1章；深尾，2012，第 1章）．そ
こで以下ではまず，需要面の構造的問題について分析する．なお，以下で議論
するように，生産年齢人口の減少やTFP上昇の減速といった供給面の変化は，
設備投資を減らし，需要不足を生み出す．このように需要面と供給面は相互依
存の関係にあることに留意する必要がある．
　マクロ経済を総需要の面から見ると，1970 年代以降の日本は，しばしば深
刻な総需要不足に悩まされてきた．図 0‒3は，GDPギャップ（（現実のGDP∋潜
在GDP）/潜在 GDP）の推移を示している6）．この推計によれば日本は，1974‒76

6） 内閣府の潜在GDPは，「経済の過去のトレンドからみて，平柊的に生産要素を投入した時
に実現可能なGDP」として定義され，マクロ経済に関する生産関数に，生産要素賦存量や
TFPについて時系列データの平滑化等で得た推計値を代入することにより，算出されている．
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年と 2008‒09 年にマイナス 6％前後，1971‒72 年，1993‒95 年，1998‒2003 年
にも，マイナス 3％を超える大きな負のGDPギャップを経験している．
　このような需要不足の原因としては，第一次石油危機（1973‒74 年）や世界金
融危機（2007‒08 年）のような外的ショックや，狂乱物価（1973‒74 年）やバブル経
済の形成と崩壊（1980 年代末‒1990 年代初め）のような金融政策の失敗（第 2章参照）
だけでなく，深尾（2002；2012，第 1章）で指摘したように，1970 年代から慢性
的に続いた，貯蓄超過問題が一貫して作用していたと考えられる．
　日本は先進諸国の中で際立って民間貯蓄率が高いが，1960 年代までの高度
成長期には民間投資が極めて活発であったため貯蓄超過は生じなかった．むし
ろ高い民間貯蓄率は，旺盛な民間投資を支える重要な基盤であった（本講座第 5
巻序章第 1節参照）．しかし，図 0‒4から分かるように，70 年代に入ると日本経
済は一転して貯蓄超過基調へと変化した7）．これは以下の幾つかの理由により
民間投資が大幅に減少したためである．

図 0‒3　GDPギャップの推移（1970‒2017 年）
出典）1980年以降は，内閣府「月例経済報告」（http：//www5▆cao▆go▆jp/keizai3/
getsurei/getsurei‒index．html）より得た．それ以前は，小宮（1988）64 頁の
推計値を使って外挿した．両者は推計方法が異なるため，その比較には注意
を要する．

7） 図 0‒4の貯蓄投資バランスの推移は，景気変動や不良債権問題等，一時的な要因にも影響を
受けることに注意する必要がある．しかし景気変動の要因を除去しても，以下の結論は変わら
ない．詳しくは，千明・深尾（2002），内閣府（2009）参照．
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　第一に，第一次ベビー・ブーム世代が成年に達した 1960 年代を過ぎると，
生産年齢人口の増加率が大幅に鈍化した．10 年毎の生産年齢（15‒64 歳）人口平
柊増加率を見ると，高度成長期（1955‒70 年）：1▆8％，安定成長期（1970‒90 年）：
0▆9％，長期停滞期（1990‒2015 年）：－0▆5％と一貫して低下している（総務省『人
口推計』）．生産年齢人口増加率の減速は，新規労働者に資本装備するための投
資を不要にし，設備投資にマイナスの影響を与えたと考えられる．
　第二に，製造業における米欧の生産技術水準へのTFP水準で見たキャッチ
アップ過程が 1970 年代初めまでにほぼ達成されたが8），おそらくこれに主に
起因して，マクロ経済のTFP上昇率が 70 年代以降低下した．また長期停滞
期にはTFP上昇率が更に低下した（その原因については後述する）．後掲する表
0‒1の推計によれば，TFP上昇率の低下は高度成長期から安定成長期にかけて
2▆7％ポイント，安定成長期から長期停滞期（1990‒2012 年）にかけて 1▆2％ポイ
ントに達した．TFP上昇率の低下は資本収益率の低下を通じて，民間投資を
減少させたと考えられる．
　以上 2つの構造的要因で，民間投資減少の大部分を説明することができる9）．
　この 2つの要因に加えて，戦後日本では労働者 1人あたりの資本装備率を高

図 0‒4　日本の貯蓄投資バランスの推移ИЙ1955‒2016 年，対名目GDP比
出典）巻末付録付表 7参照．

8） 産業別TFP水準の長期日米比較については，Jorgenson，Nomura，and Samuels（2016）参
照．
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めることによって高度成長期と安定成長期の比較的高い経済成長が達成された
が（後掲表 0‒1参照），資本装備率の上昇は，資本の過剰により次第に資本収益
率を低下させ，投資の更なる減退を招いたと考えられる．なお，1970 年代か
ら 2000 年代はじめにかけては，生産年齢人口増加率の減速も，資本装備率上
昇とこれによる資本収益率低下に寄与した．
　これら 3つの要因は，後年ほど強まるトレンドにあった．一方，図 0‒4が示
すとおり，民間貯蓄率はほとんど下落しなかった．このため，貯蓄超過問題は
次第に深刻化していった．
　民間の貯蓄超過は，事後的には，海外に融資される（経常収支黒字）か，政府
に融資される（一般政府財政赤字）．また，ケインズ経済学によれば，意図された
民間貯蓄の超過が，意図された経常収支黒字と意図された一般政府財政赤字を
上回る場合には，財の超過供給が生じる．この場合には，GDPの縮小が，民
間貯蓄超過を減少させることを通じて，財市場の柊衡が回復される．図 0‒4の
下段は，事後的に見て，民間の貯蓄超過が，海外への融資（経常収支黒字）と政
府への融資（一般政府財政赤字），それぞれにどれだけ使われたかを示している．
レーガノミクスによる米国の大幅な財政赤字と経常収支赤字を背景に日本の経
常収支黒字が急増した 1980 年代前半（近藤，2011 参照）と，「バブル経済」の下
で活発に民間投資が行われた 80 年代末から 90 年代初めの時期，そして輸出主
導で景気が好調だった 2006‒08 年の時期を除いて，大部分の期間において，民
間貯蓄超過の最大の使途は，一般政府財政赤字であった．
　開放マクロ経済学の教科書（例えば，Obstfeld and Rogoff，1996）が教えるとおり，

9） 例えばソロータイプの新古典派成長モデルにおける柊斉成長とハロッド中立的（労働節約的）
技術進歩を想定し，民間資本・国内総生産比率が 2，労働分配率が 3分の 2（この時，ハロッド
中立的技術進歩率はTFP上昇率の 1▆5 倍となる）とすれば，高度成長期から安定成長期にかけ
ての生産年齢人口増加率（労働投入増加率はこれに等しいと仮定する）の 0▆9％ポイント低下と
全要素生産性上昇率の 2▆7％ポイント低下は，日本の自然成長率（柊斉成長における経済成長
率，これは労働投入増加率とハロッド中立的技術進歩率の和に等しい）をそれぞれ 0▆9％ポイ
ント，4▆1％ポイントずつ（合計 5▆0％ポイント）下落させ，柊斉成長における民間投資・国内
総生産比率をそれぞれ 1▆8％ポイント，8▆2％ポイントずつ（合計 10▆0％ポイント）下落させた
（この下落は自然成長率の変化に民間資本・国内総生産比率を掛けることで算出している）と考
えられる．同様に，安定成長期から長期停滞期にかけての生産年齢人口増加率の 1▆4％ポイン
ト低下とTFP上昇率の 1▆2％ポイント低下は合計で，日本の自然成長率を 3▆2％ポイント下
落させ，柊斉成長における民間投資・国内総生産比率を 6▆4％ポイント下落させたと考えられ
る．高度成長期から長期停滞期にかけての累積効果で見ると，以上の要因は合計で，柊斉成長
における民間投資・国内総生産比率を，実に 16▆4％ポイントも下落させたことになる．


� 序章
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