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緑の経済成長
グ リ ー ン ・ グ ロ ー ス

に必要な視座 

－ 環境効率を考慮した技術進歩率の計測 － 

 

【 要 旨 】 

 

経済成長をいくつかの要因に分解する分析手法として成長会計がある。これは、実質 GDP 

成長率の動きを、①資本投入増加、②労働投入増加、③TFP 成長率（Total Factor Productivity 

Growth：技術進歩率）の貢献分に分解するものである。成長会計分析を行う場合、生産過程

のエネルギー効率が悪くても、少ない資本・労働投入量で多くの GDP を生み出せば、残差

として計算される TFP 成長率は高く計測される。他方、省エネ設備で同じだけの GDP を生

み出した場合、ハイスペックで割高な設備が資本投入量をかさ上げする分、TFP 成長率が低

く計測されてしまう。 

 

持続可能な社会の実現に向け経済と環境の共生が強く求められている状況では、どれだけ

多く生産できたかだけでなく、どれだけ環境に配慮したかという側面も重要である。本稿は

このような問題意識に立ち、グリーン成長会計分析により、環境効率を考慮した技術進歩率（グ

リーン TFP 成長率）を日本について計測した。分析の結果、当該要因は 1990 年代後半の実

質 GDP 成長率を年平均 0.4％押し上げる効果があったのに対し、2000 年以降はその効果が

1.0％まで上昇していることが確認できた。すなわち、近年の日本経済の成長は、グリーン

TFP 成長率という質的な改善によって支えられていることがわかった。 

 

電力の供給不安を抱える中、日本はこれまで以上に省エネを推し進めていく必要があるが、

従来の成長会計分析では TFP 成長率が低く計測され、適切なインプリケーションが導き出せ

ない可能性がある。そのため、本稿のようなグリーン成長会計分析で技術進歩の動きをより

正確に捉え、緑の経済成長につなげていく必要がある。 

 

【 担当：遠藤
えんどう

 業鏡
か づ み

 】 
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第１節 問われる経済成長の質 

 

１．GDP の限界 

持続可能な社会の実現に向け、経済と環境の共生が強く求められている。このような目標

設定の下で問われるのは、経済成長の質である。GDPは市場取引で発生した付加価値を集計

したものでしかないので、これを補正して経済成長の質を問う動きは早くから存在した。 

ローマクラブが『成長の限界1』を発表し、環境問題が地球規模の問題として認識されるよ

うになった 1970年代の初め、Nordhaus and Tobin(1972)は、GDPで考慮されない家事労働

や都市化による生活環境の悪化などを考慮に入れた経済厚生尺度 MEW（Measure of 

Economic Welfare）を 1929～65年の米国について推計した。彼らは、「１人当たり NNP2」

が年平均 1.7％成長していた同期間において、「１人当たり MEW」も年平均 1.1％成長して

いたことを見出した。この結果を踏まえ、付加価値基準という点数付け（GDP）によって確

認できる経済成長は徒花ではないと指摘し、経済厚生の尺度として欠点が多い GDP も豊か

さの大まかな動きをとらえる上では無意味でないことを示唆した。彼らの分析以降、環境経

済学者を中心に「持続可能な発展」の指標化に関する研究が続いたが3、エコノミストなど経

済の専門家の多くは、GDPの限界には目をつぶって経済成長や技術進歩を論じてきた。 

 

２．「社会進歩」への関心高まる 

欧州委員会が 2007年に開催した「Beyond GDP会議」や Latouche(2007)の「脱成長」論

など、GDPや経済成長の意味を問い直す動きが近年盛んである。こうした動きに呼応する形

で、フランスのサルコジ大統領は、ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツと

アマルティア・センらを中心メンバーとした委員会（The Commission on the Measurement 

of Economic Performance and Social Progress）を 2008年に立ち上げた。サルコジ大統領

は、委員会レポートである Stiglitz et al.(2010)の序文において、「GDPデータに疑いを差し

挟まず使い続けることは居心地がいいが、我々が本当に追い求めるべきものは何なのか、

GDPがその尺度となりえているのか、考えることをやめてしまうので危険だ」という趣旨の

発言をし、GDPを安易に使い続けることに警鐘を鳴らしている。経済や社会が大きな変革期

を迎えている今日では、GDP という経済尺度も変わっていく必要があり、そうでなければ

我々の生活様式も改まらず、「進歩」できないと考えているようである。メートル法を確立し

た国の大統領らしく、時代や国を問わず使える豊かさの尺度の確立を目指したものと言えよう4。 

                                                   
1 同書は、「人口増加や工業投資の成長がこのまま続けば、有限な天然資源は枯渇し、環境汚染が自然の許

容範囲を超えて進行し、100年以内に人類の成長は限界に達するであろう。」と警告した。 
2 NNPとは GNPから資本減耗分を控除した Net National Productの略で、ジョン・ヒックスの第一の所

得概念（期末の資本価値を期首と同一に保った上で、今期消費できる最大量）に対応する。1993年に国

連統計委員会が採択した改訂 SNAで GNPという概念がなくなったため、本稿では GDPと GNPを交換

可能なものとして用いている。 
3 森田・川島(1993)、牧野(2003)、佐々木・植田(2009)などのサーベイを参照。 
4 こうした取り組みは EU全域に拡大している。詳細は European Commission (2009)を参照。 
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３．成長会計からグリーン成長会計へ 

遠大な目標ゆえ、上記委員会は１年半の検討期間で具体的な尺度の提案には至らず、「生

活の質」や「持続可能な開発と環境」など一国の豊かさを数値化する上で考慮すべき点を勧

告するにとどまったが、GDPには手を加えず成長の質を問い直す別の流れも存在する。経済

学では、実質 GDP 成長率の動きを、①資本投入増加、②労働投入増加、③TFP成長率（Total 

Factor Productivity Growth：技術進歩率）の貢献分に分解する成長会計の手法が存在する

が、一部の経済学者は、資本や労働などのインプットだけでなく、環境（nonmarket resources）

も考慮したグリーン成長会計を分析ツールとして用いている。 

従来の成長会計分析では、生産過程のエネルギー効率が悪くても、少ない資本・労働投入

量で多くの GDPを生み出せば、残差として計算される TFP成長率は高く計測される。他方、

省エネ設備で同じだけの GDP を生み出した場合、ハイスペックで割高な設備が資本投入量

をかさ上げする分、TFP成長率が低く計測されてしまう。人類の活動規模が小さかった時代

には、地球資源が大きな制約とならなかったため、少ない資本・労働投入量で多くの GDP

を生み出す技術進歩は「進歩」であった。また、松下幸之助の経営哲学にあるように、「水道

の水の如く物資を無尽蔵たらしめ」、安い商品を消費者の手に広く行き渡らせることは、産業

人の社会的使命であり、善でもあった。 

しかし、「地球の限界」がより身近に感じられる今日では5、どれだけ多く生産できたかだ

けでなく、どれだけ環境に配慮したかという側面も考慮して「進歩」を定義する必要がある。

グリーン成長会計は、環境汚染や自然資本費消による影響を考慮してグリーン TFP成長率を

導出するため、持続可能性を推し量る上で有用な情報を提供すると考えられる。 

SOx・NOx による大気汚染や農薬による水質汚染など環境被害を考慮してグリーン TFP

成長率を計測した先行研究としては、Repetto et al.(1996)、Gollop and Swinand (2001)、

Cao(2007)がある。他方、自然資本費消による影響を考慮したものとしては、Tzouvelekas et 

al.(2007)や Chen(2009)がある。本稿は日本のデータを使ってこれら先行研究に倣った分析

を行うが、環境被害を対象とした分析は数量データだけでなく価格データも必要となるため、

データ面での制約が大きい6。そのため、Tzouvelekas et al.(2007)や Chen(2009)と同様に、

自然資本を生産要素として含む生産関数を推計することで日本のグリーン TFP 成長率を求

める。先行研究は、産業別データを用いたものが多いが、本稿は経済成長の中身を検証する

ことを第一義とし、マクロデータを用いた分析を行った。 

Nordhaus(1995)、Weitzman(1997)、Hulten and Schreyer(2010)が理論モデルで示して

いるように、マクロの TFP成長率の将来にわたる流列は、「持続可能な所得」と密接に関係

                                                   
5 各国の経済活動が地球の生態系に与えた負荷を計算した Global Footprint Network “Ecological Footprint 

Atlas 2010”によると、世界中の人々が日本人のような暮らしをするためには地球が 2.7個必要であり、
米国人のような暮らしをするためには地球が 4.5個必要という計算になる。 

6 伊坪・稲葉編(2005)のように、被害算定型環境影響評価手法（LIME: Life-cycle Impact assessment Method 
based on Endpoint modeling）によって環境影響を金額換算する試みが存在するため、何らかの仮定を置
いて価格データの時系列を作ることができれば、同様の分析は日本でも可能であろう。 
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している。Nordhaus(1995)は、持続可能な所得を「将来世代に現在世代と同等の消費水準を

最低限保証した上で、現在世代が消費できる最大量」と定義しているが、これはアーヴィン

グ・フィッシャーの所得概念やヒックスの第三の所得概念に対応する。彼らは、技術進歩が

存在する状況において、NNP は持続可能な所得にならないことを明らかにし、ヒックスの

第一の所得概念の延長線上にあるグリーンNNPよりも TFP成長率の計測に動機付けを与え

ている7。そのため、本稿が行うマクロ分析は、経済成長の中身の検証だけでなく、持続可能

性を推し量る集計量（＝環境へのただ乗り分を費用として認識した経済成長率）が得られる

というメリットも有している。 

                                                   
7 Nordhaus(1995)は、NNPから自然資本の減耗分や防衛的支出を控除する補正（グリーン NNP）は、進
むべき方向を間違えているのではないかと疑念を呈している。 
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第２節 グリーン成長会計分析 

 

１．生産関数の定式化 

グリーン TFP 成長率を計測するに当たって、物的資本
t

K 、労働
t

N 、自然資本
t

Z の３つ

の生産要素で実質 GDP（
t

Y ）を産出する以下のようなコブ・ダグラス型生産関数を仮定す

る。
t

Z は先行研究に倣い、自然資本の費消分とみなせるエネルギー起源 CO2 排出量を用い

る8。
t

A は技術進歩を表す変数であるが、通常のように labor augmenting な技術進歩だけで

なく、emission saving な技術進歩（グリーン・イノベーション）も含むと考える。 

 
znk

ttttttttt
ZNKAAZNKFY

βββ
== );,,(  

 

このとき、自然資本の役割はパラメーターの関係によって次の２つに分けることが出来る。

生産関数が K , N , Z の３つの生産要素について一次同次の場合（ 1=++
znk

βββ ）、自然資本

は Meade(1952)の用語法で言うところの不払い費用型（unpaid factor）となる。他方、K , N

について一次同次の場合（ 1=+
nk

ββ ）、自然資本は他の要因とともに一般的な技術水準を規

定する環境創出型（creation of atmosphere）となる。どのタイプに当てはまるかは、（＊）

式の係数制約をテストすることで確認できる。 

 

ttztntkt
vtznky +++++= γββββ

0
・・・（＊） 

 

ここで、
t
y ,

t
k ,

t
n ,

t
z は t期における

t
Y ,

t
K ,

t
N ,

t
Z の対数値を表し、

0
β は定数項、 tはタイ

ムトレンド、
t
v は撹乱項を表す。なお、

t
k は t期首の物的資本に t期の稼働率をかけたもので

あり9、
t
n は t期の就業者数に総労働時間をかけたものである10。 

 

CO2 排出量を自然資本 Z とみなした文脈でパラメーター
z

β の意味を考えるため、以下の

ような制約付き利潤最大化問題を考える。 

 

wNrKAZNKF −−= );,,(max π  ZZ ≤  subject to ・・・（★） 

 

 ここで、 rとwは実質利子率と実質賃金を表す。現状では、CO2 排出がもたらす社会的費

用は内部化されていないため、CO2排出量の多寡は利潤に影響を与えない（free disposal が

成立）。しかし、気候変動枠組み条約が発効し、日本を含む先進締約国が「共通だが差異のあ

る責任（温室効果ガス削減の数値目標）」を受け入れて以降は排出上限 Z が存在する。 

                                                   
8 推計に用いたデータの作成方法は補論を参照。 

9 稼働率調整は機械資本のみに施した。経済産業省『鉱工業指数』で得られるのは稼働率指数であるため、

実際には既往最高値を 100にスケーリングし直した数値を乗じた。 

10 就業者数は総務省『労働力調査』の数値を、総労働時間は厚生労働省『毎月勤労統計』の数値を用いた。 
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クーン・タッカー乗数を µと書き（★）のラグランジュ関数 Lを以下のように定義する。 

 

)();,,( ZZwLrKAZNKFL −+−−= µ  

 

このとき、ラグランジュ関数 Lは生産活動からの利潤π と資源売買からの利潤 )( ZZ −µ

の総和とみなすことができる。このとき、µは Z のシャドー価格になっているため、 ZZ >

のときは、生産活動からの利潤の他に ZZ − だけの資源（CO2排出権）を中央計画当局に売

って )( ZZ −µ だけの利潤を得ると擬制できる11。 

  

最適解の条件は 

r
K

F
=

∂

∂
 w

L

F
=

∂

∂
 µ=

∂

∂

Z

F
 ZZ ≤  0)( =− ZZµ  0≥µ  

 

先ほどのコブ・ダグラス型の定式化では 

( )
Y

Z

Y

ZZY

ZZ

YY

Z

Y

z

μ
β =

⋅∂∂
=

∂

∂
=

∂

∂
=

ln

ln
・・・（◆） となる。 

 

実質 GDPに対する自然資本の弾力性を表すパラメーター
z

β は、最適解において自然資本

のシャドー・コストが実質 GDPに占める比率となる。 

 

後の分析のため、パラメーター推計値
k

βˆ ,
n

βˆ ,
z

βˆ を所与として、グリーン TFP成長率 gを

以下のように定義する。 

Z

Z

N

N

K

K

Y

Y
g

znk

&&&&

βββ ˆˆˆ

−−−≡  

 

２．推計方法 

生産関数推計における同時性の問題は、Marschak and Andrews(1944)などによる批判で

古くから認識され12、近年でも社会資本の生産力効果の文脈で林(2002)によってその存在が

強調されている。すなわち、稼働率調整された物的資本やマンパワーベースの労働投入量は、

同時方程式体系で決定される内生変数となるため、詳細な検証がないまま最小二乗法（OLS）

で推計してしまうと一致推定量が得られないというのが彼らの指摘である。 

本稿では、同時性や計測誤差に起因する内生性に対処するため二段階最小二乗法（TSLS）

を用いるが、時系列データでは（＊）式の撹乱項
t
v が系列相関する可能性も考えられる。そ

                                                   
11 最適解では 0)( =− ZZµ となるため、資源売買からの利潤はゼロになり、仮想的に考えた中央計画当局

は balanced budgetとなる。 
12 Griliches and Mairesse(1998)を参照。 
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こで、まずは１階の系列相関（
ttt
evv +=

−1
ρ ）を仮定した推計を行う。このとき（＊）式は

次のように書き換えられる。 

 

t

ttztztntntktkt

et

yzznnkky

+−++−+

+−+−+−=
−−−−

)1()1(
0

1111

ργργρβ

ρρββρββρββ
  )0(~ MAe

t
 

or 

ttttttttt
etyzznnkky +++++++++=

∗∗

−−−−
γβπππππππ

017165143121
・・・（＊＊） 

756734712
,,tosubject πππππππππ −=−=−=  

 

k
β ,

n
β ,

z
β などのパラメーターを推計するために、係数制約のない（＊＊）式を TSLS で

推計し、 πと )(πvar の一致推定量をまず求める。操作変数の候補は 2−t 期以前の k , n , zな

どが考えられるが、これらについては Sargan統計量でモデルの妥当性を吟味するとともに、

Cragg-Donald統計量で weak instrumentsが疑われるかチェックした13。 

合わせて、
712

πππ −= ,
734

πππ −= ,
756

πππ −= の３つの共通因子制約をMinimum Distance

の手法でテストすることで１階の系列相関を仮定することの妥当性も吟味し（図表１、図表

２では当該統計量を Comfacと表記している）、
k

β ,
n

β ,
z

β などのパラメーターを求めた。な

お、分析期間は、気候変動枠組み条約が発効した 1994 年第２四半期以降からリーマン・シ

ョック前の 2008年第３四半期とした。 

 

３．推計結果 

図表１の①式は、（＊＊）式を OLS で推計したものであるが、Comfac 統計量から１階の

系列相関を仮定する定式化が棄却された。 k , n , zを内生変数とみなして推計した②式では、

Sargan統計量、Comfac統計量でモデルの妥当性が示されたが、操作変数として用いた内生

変数のラグ値に weak instrumentsが強く示唆される結果となった。１階の系列相関を仮定

した定式化では、先決変数 )(
1111
′=

−−−− tttt
yznk

1
x が操作変数に含まれるため、 2−t 期以前の

k , n , zは、
1

x の影響をネットアウトした後では内生変数に対する説明力をほとんど有しなか

ったようである。 

理論で含意される変数の特性と実際のデータ特性が同一でないケースもありえようし、内

生性が生じていてもそれによるバイアスがさほど大きくないケースも考えられる。そこで、

③～⑤式では nや zを内生変数とみなさず推計した。③、④式は、②式と同様に weak 

instrumentsが強く示唆される結果となり、Sargan統計量や Comfac統計量でもモデルの妥

当性が疑われる結果となった。 k のみを内生変数とみなした⑤式では、weak instruments

の程度がかなり軽減されたものの、Comfac 統計量から１階の系列相関を仮定する定式化が

棄却された。 

                                                   
13 当該統計量が Stock and Yogo(2005)の critical valueを下回れば、weak instrumentsが示唆される。 
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図表２は、（＊＊）式の階差をとって推計した結果である。weak instrumentsの問題が軽

減されることを期待して長階差（
4

4

−

−=∇
ttt
xxx ）をとり、TSLS 推計では 6−t 期以前の

k , n , zを操作変数とした。Sargan 統計量からはモデルの妥当性が疑われなかったが、階差

を取らず推計した図表１と同じく weak instrumentsが強く示唆された。 

説明変数のラグ値といった internal instrumentsだけを頼りに、高階の系列相関を仮定し

ても weak instrumentsの問題は回避できない。また、サンプル数が限られた中で数多くの

直交条件を利用することは得策でないと考えられる。図表３では、撹乱項
t
v に系列相関がな

いと仮定して14、（＊）式を推計した。 k , n , zを内生変数とみなして推計した②式は、weak 

instrumentsが強く示唆される結果となったが、内生とみなす変数を減らした③、⑤、⑥式は

weak instrumentsの程度が軽減された。これらについては、Sargan統計量の p値も高く、定

式化の誤りはうかがわれない。TSLSとOLSの推計値が有意に異なるかをDurbin-Wu-Hausman

検定でチェックしたところ、TSLS の標準誤差が大きいこともあり、両者は統計上有意に異

ならないとの結果が得られた。TSLSは有効性で劣るため、いまの場合、OLS推計値を使用

することが正当化される。また、 K , N について一次同次であるとの帰無仮説は棄却されな

かったため、グリーン成長会計の分析では一次同次の制約を課して OLS 推計した図表３の

☆式の値を用いることとした15。 

 

４．グリーン TFP が支える経済成長 

グリーン成長会計の結果は、図表５に示している。分析期間前半（1990年代後半）の実質

GDP成長率は年平均 0.9％であったのに対し、後半期間（2000年以降）は 1.4％まで上昇し

た。寄与度を見ると、労働は両期間でマイナス寄与となっており、物的資本も時代が下るに

つれてプラス寄与が低くなっている。人口の加齢が進む中、要素投入量の拡大に頼った経済

成長が難しくなってきていることが確認できる。対照的に、グリーン TFP成長率の寄与度は、

1990年代後半に年平均 0.4％であったのが、2000年以降では 1.0％まで上昇している。これ

らの結果から、近年の日本経済の成長は、資本・労働投入量の増加といった量的な拡大では

なく、グリーン TFP成長率という質的な改善によって支えられていることがわかる。 

2000 年以降は、自然資本（エネルギー起源 CO2 排出量）の寄与度が低下したことも特徴

として挙げられる。この原因を探るため、以下のような恒等式を考える。 

 

CO2排出量  

＝（CO2排出量／エネルギー消費）×（エネルギー消費／GDP）×（GDP／人口）×人口  

＝ CO2排出係数 × エネルギー原単位 × １人当たり GDP × 人口 ・・・（※）  

 

                                                   
14 この仮定の妥当性は Sargan統計量でチェックできると判断した。  
15 （＊）式の長階差をとって推計したケースでは、weak instrumentsが強く示唆され、意味のある推計値
は得られなかった（図表４）。 
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整理し直した（※）式が示すとおり、CO2排出量は４つの変数の積で表せる。この関係式

から、CO2 増減率の要因分解をしたのが図表６である。分析期間の後半に当たる 2006～08

年度は、2007 年 7 月に発生した新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所が全号機停止し

たため、排出係数の上昇が CO2排出量を押し上げる要因として作用していた16。しかし、エ

ネルギー原単位の改善がその影響を相殺し、CO2 排出量の増加を抑制していた。すなわち、

省エネの推進が、経済成長や原発停止による CO2排出量増加の影響を吸収したのである。 

                                                   
16 図表７にある通り、電気事業者の CO2排出係数（消費電力量当たりの CO2排出量）と原発の設備利用率

の動きは符合している。なお、2003年度の設備利用率が 60％を下回ったのは、東京電力の自主点検作業
記録の不正問題により、福島・柏崎刈羽の原子力発電所が停止したことが影響している。 
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第３節 緑の経済成長に向けて 

 

公害問題が面的に拡大した高度成長時代の末期、大手新聞社が「くたばれ GNP」と題した

キャンペーンを張ったのは、付加価値基準という点数付け（GDP）が豊かさとかけ離れている

ことに対するいらだちを反映したものだと考えるが17、地球環境の持続可能性が問われている

いま、GDPという経済尺度は万能ではないという事実を再確認しておくことは有益である。 

とは言え、市場原理主義への批判よろしく、GDPに価値を見いださないばかりか、反成長・

反経済を志向するのは行きすぎであろう。GDPは我々の点数付けで生み出した産物なのだか

ら、それが時代にそぐわなければ、我々の価値観、あるいは子孫に引き継ぎたい価値基準に

沿って GDP を読み替えた方が建設的である。また、生産プロセスで何が増減しているか注

意深く検証しないまま、あるべき成長の姿を論じても説得的でない18。その意味で、“talk 

without measurement is cheap”という Solow(1993)の警句は傾聴に値しよう。 

本稿が行ったグリーン成長会計分析は、経済成長の要因を明らかにするだけでなく、GDP

だけでは読み取れない情報を引き出すものでもある。例えば、図表５で実質 GDP 成長率か

ら自然資本の寄与度を差し引いた数値は、経済成長によって追加的に必要となる自然資本の

シャドー・コストを考慮した「グリーン成長率」とでも言うべきものである19。このような「見

える化」は、成長か反成長かという Yes/No の問題を数値目標の問題に還元できるため、感

情論の対立で終わりがちな議論をトーレド・オフの議論に置き換え、合意形成を容易にする

メリットがあると考えられる。 

電力の供給不安を抱える中、日本はこれまで以上に省エネを推し進めていく必要があるが、

従来の成長会計分析では TFP成長率が低く計測され、適切なインプリケーションが導き出せ

ない可能性がある。そのため、本稿のようなグリーン成長会計分析で技術進歩の動きをより

正確に捉え、緑の経済成長につなげていく必要がある。 

                                                   
17 この当時の時代描写は吉川(1997)が詳しい。 
18 Daly (1996)は、将来の進歩のためには、量的な拡大（成長）から質的な改善（発展）へ転換する必要が
あると述べている。前節で確認したとおり、2000年以降の日本の経済成長は質的改善の色彩を強めてお
り、反成長論者が抱いているイメージとは裏腹に「成長なき発展」の状態に近づきつつある。 

19 最適解の条件から導出した（◆）式を用いると、 YZYZZYY
z

)(ˆ &&&& μβ −=− となる。 
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【補論】推計に用いたデータの作成方法 

 

１．物的資本 

（１）有形固定資産 

 宮川・白石(2001)に倣い、経済企画庁『昭和 45 年国富調査』をベンチマークとして、内

閣府『国民経済計算年報（SNA）』の設備投資系列を積み上げるという方法をとる。『昭和 45

年国富調査』の形態別純固定資産や 68SNA しか存在しない 1971～79 年の形態別投資系列

は 93SNAと整合的になるよう項目を組み替えた（図表８）。 

民営化以前の電電公社、国鉄も民間企業と捉えるため、ベンチマークには「三公社（電電

公社、国鉄、日本専売公社）」の純固定資産も含めた。これらは 1970年基準の数値であるた

め、経済企画庁『国民経済計算報告』の「純固定資産の構成（デフレーター）」からインフレ

ーターを算出して 2000 年基準に変換した20。名目の設備投資系列は、SNA「形態別の総資

本形成」の各項目に、総務省『産業連関表』「固定資本マトリックス」の対応する民間比率を

かけることで求めた。ただし、『産業連関表』の調査対象年次以外の年は線形補間した比率を

用いた。電電公社と国鉄の民営化のタイミングがそれぞれ 1985年４月と 1987年４月である

ため、以下の手順で二公社について断絶のない形態別の設備投資系列を求めた21。 

 

・1971～80年 

二公社以外の投資系列（A）は、「形態別の総資本形成」に「固定資本マトリックス」の民

間比率をかけたものとした。 

二公社の投資系列（B）は、内閣府政策統括官編『日本の社会資本』に記載されている電電

公社と国鉄の名目投資額に「固定資本マトリックス」の通信（公的）と鉄道（公的）の形態別

比率をそれぞれかけたものとした。（A）と（B）の合計をこの期間の設備投資系列とした。 

 

・1981～85年 

 1985年の「固定資本マトリックス」を用いて民間比率を計算する際には、通信（民間）の

うち NTT 分が公的部門であると擬制して比率を計算した22。その上で、1980 年の民間部門

の比率と線形補間したものを「形態別の総資本形成」にかけて二公社以外の投資系列（C）と

した。 

二公社の投資系列（D）の算出は 1971～1980年と同じような手順をとるが、電電公社（NTT）

の形態別比率は 1980年の通信（公的）と 1985年の通信（民間）を線形補間することによっ

て求めた。（C）と（D）の合計をこの期間の設備投資系列とした。 

                                                   
20 68SNAで対応するデフレーターがない「大動植物」と「土地造成・改良」については、ウェイトが一番
大きい「その他の構築物」のデフレーターを使用した。 

21 データの制約から日本専売公社などその他機関の民営化は補完の対象としていない。 
22 1985年の第１種通信事業者の新設投資額に占める NTTの比率を『日本の社会資本』から求め、これ
に「固定資本マトリックス」の通信（民間）の数字をかけたものを民間部門から控除した。 
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・1986～90年 

1985年の「固定資本マトリックス」を用いて民間比率を計算する際には、鉄道（公的）の

うち国鉄分が民間部門であると擬制して比率を計算した23。その上で、1990年の民間部門の

比率と線形補間したものを「形態別の総資本形成」にかけ、NTTだけでなく国鉄（JR各社）

も含んだ設備投資系列とした。なお、二公社の民営化の影響がなくなる 1988年以降は GDP

の名目設備投資をコントロールトータルとした。 

 

 このように求めた名目の設備投資系列は、「形態別の総資本形成」のデフレーターで実質化

した。これを四半期分割する際には、輸送用機械、その他の機械設備の合計を「機械投資」と

定義し、これと概ね同調的に動く経済産業省『鉱工業総供給表』の資本財総供給24の四半期

データを使って機械投資のコンポーネントを四半期分割した。 

また、住宅以外の建物、その他の構築物、育成資産、有形非生産資産の改良の合計を「建

設投資」と定義し、これと概ね同調的に動く経済産業省『鉱工業指数』の建設財出荷の四半

期データを使って建設投資のコンポーネントを四半期分割した。 

資本財総供給や建設財出荷は出荷ベースの統計なので、進捗ベースの設備投資に比べやや

先行性を有しているとも考えられる。そのため、実際の四半期分割には 1980～2009 年の時

差相関係数が最も高くなるラグパターン（建設財は当期：時差相関係数 0.84、資本財総供給

は３期先行：同 0.92）を採用した。 

純資本ストックの計算に必要な資本減耗率は、Hayashi and Inoue(1991)が Hulten and 

Wykoff(1981)に基づいて計算したものを用いたが、対応する項目がない「育成資産（大動植

物）」と「有形非生産資産の改良（土地造成・改良）」は、米国商務省経済分析局（BEA）で

用いられている“farm”と“other”の資本減耗率（それぞれ 2.39％と 2.25%）を用いた25。機械

資本、建設資本に整理した有形固定資産のデータは後述する無形固定資産と合わせ図表９に

示している。 

 

（２）無形固定資産 

コンピュータ・ソフトウェア投資は、「形態別の総資本形成」で 1980年以降のデータが表

章されている26。深尾他(2003)に倣い、1973 年までは通商産業省『特定サービス業実態調

査（以下、実態調査）』における情報サービス産業の「ソフトウェア開発・プログラム作成

売上高」を使って遡り、1970～72 年の期間は通商産業省『情報処理実態調査』におけるソ

                                                   
23 1985年の鉄道事業者（鉄道建設公団・地下鉄等）の新設投資額に占める国鉄の比率を『日本の社会資本』
から求め、これに「固定資本マトリックス」の鉄道（公的）の数字をかけたものを民間部門に振り替えた。 

24 資本財総供給のデータは 1983年からしかないため、それ以前については資本財出荷と資本財輸入の数

値を合成して求めた 
25 Fraumeni(1997)、Katz and Herman(1997)を参照。 
26 現行の SNAは、基礎統計の制約もあって own-account 型（自社・政府内で開発したソフト）は含まれ

ていないが、custom 型（外部に開発委託して購入したソフト）と prepackaged 型（市場で購入した既成

ソフト）は総資本形成に計上されている。 
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フトウェア業・情報処理サービス業の「ソフトウェア開発・プログラム作成売上高」を使っ

て custom 型・prepackaged 型の名目値を遡った。 

実質化にはデフレーターが必要となるが、カスタムメイドの製品も含まれるため製品価格

を直接計測することはできない。そのため、『実態調査』に表章されている営業経費（人件費・

外注費・その他経費）からコスト指数を作成した。1973～1980 年の『実態調査』では、ソ

フトウェア開発・プログラム作成売上高の８割超を従業員 50 人以上の事業所が占めている

ため、デフレーターの算出に当たっては、従業員 50人以上の事業所の営業経費率を用いた27。

具体的には、労働省『賃金構造基本統計調査』から求めたシステム・エンジニア、プログラマ

ーの時間当たり賃金を『実態調査』にあるシステム・エンジニア、プログラマーの人数比率で

加重平均したものを人件費の代理指標とし、「形態別の総資本形成」のデフレーター（その他

の機械設備）をその他経費の代理指標とすることで 2000年基準のデフレーターを求めた。 

このように計算した 1980 年の実質ソフトウェア投資が「形態別の総資本形成」の数値と

一致するように膨らませた 1970～1980 年の実質投資系列から 1979 年末時点の純資本スト

ックを計算し、1980年以降は、内閣府『民間企業資本ストック統計』にある新設投資額（無

形固定資産）を積み上げることで、民間部門のソフトウェアストックを求めた28。 

資本減耗率は、BEA が custom 型で採用している資本減耗率（33％）を用いたが、『実態

調査』でソフトウェアプロダクトが表章されてからは、それに対応する部分を prepackaged

型の資本減耗率（55％）を用いて積み上げた29。 

 

２．自然資本（エネルギー起源 CO2） 

経済産業省『総合エネルギー統計』の「エネルギーバランス表」は、主要なエネルギー源

が最終消費段階でどのぐらい用いられているかを明らかにしている。そこで、各エネルギー

源の最終消費量を当該エネルギーと関係が深い販売・消費データ（図表 10）を用いて四半期

分割することで、炭素排出量の四半期データを作成した30。これらエネルギー源合計の炭素

排出量でエネルギー起源 CO2排出量を四半期分割することで自然資本の四半期データを作

成した。自然資本のデータ（季節調整済み）は図表 11に示している。 

 

以 上 

                                                   
27 1974年以前は営業経費内訳のデータがないため、1975年の数値を採用した。 
28 1970～1980年の数値は公的部門を含む一方、1980年以降は民営化の断絶が生じているが、『実態調査』

の契約先別売上高比率を用いて民間部門のソフトウェア投資系列を求めた。 
29 Herman(2000)を参照。 
30 エネルギー源で石炭、原油、LNGを含めず電力、都市ガスを含めているのは、販売・消費段階の四半期

ごとの動きを捕捉することに主眼を置いているためである。 
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図表１ （＊＊）式の推計結果 
 

 
 
（備考）1．定数項とタイムトレンドの報告は省略している。特に表記がない場合、（ ）内の数値は標準誤

差を表す。 

2．"***","**","*"は、それぞれ 1%、5%、10%水準で有意であることを表す。 

3．Cragg-Donald統計量が critical valueを下回れば、weak instrumentsが示唆される。 

4．Sargan統計量や Comfac統計量の p値は、定式化の誤りがない確率を表す。 
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図表２ （＊＊）式の推計結果：長階差 
 

 
 
（備考）1．定数項の報告は省略している。特に表記がない場合、（ ）内の数値は標準誤差を表す。 

2．"***","**","*"は、それぞれ 1%、5%、10%水準で有意であることを表す。 

3．Cragg-Donald統計量が critical valueを下回れば、weak instrumentsが示唆される。 

4．Sargan統計量や Comfac統計量の p値は、定式化の誤りがない確率を表す。 
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図表５ グリーン成長会計 
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図表６ エネルギー起源 CO2増減率の要因分解 

 

 

 

（備考）温室効果ガスインベントリオフィス HP、日本エネルギー経済研究所編「エネルギー・

経済統計要覧」、内閣府「国民経済計算」、総務省統計局「人口推計」より作成。 
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図表７ 電気事業者の CO2排出係数の推移 

 

 
 

（備考）1．電気事業連合会「電気事業における環境行動計画」、原子力安全基盤機構「原子力

施設運転管理年報」より作成。 

2．CO2排出係数は CO2クレジット反映前の数字。 
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図表９ 物的資本の推移 

 

  
（備考）機械資本は稼働率調整前の数値。 
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図表 10 CO2の四半期分割に用いたデータ 
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図表 11 自然資本の推移 
 

 
 

（備考）CO2原単位はエネルギー起源 CO2/実質 GDPで定義した。 
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