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巻頭言
プロジェクト・リーダー
斎藤 修（一橋大学経済研究所）
「データ・アーカイブ、統計理論、実証分析とい

また教育面でも、レクチュア・シリーズをスタート

う３つのコンセプトを結合し、それらが三位一体と

させることができました。第 1 回、第 2 回とも統計

なった、世界的にもユニークな社会科学における統

理論の応用面を意識したレクチュアでした。

計分析の研究・教育拠点の構築を目指す」と宣言し

班の間の連携や歴史と現在の有機的連関も、この

て始った、本プロジェクトの一年目が終わろうとし

プロジェクトで重視していることです。そのため、

ています。申請書類の作成から、学内での選抜プロ

ミクロ・マクロ班の RA や非常勤研究員に統計理論

セス、文部科学省/学術振興会のヒアリング、採用

班のレクチャー・シリーズを受講させたり、マクロ・

内示、そして事業のスタートと、めまぐるしくも高

産業レベルの TFP 上昇を個別企業の TFP 上昇の視

揚感に充ちた 2003 年度を振り返って、いささかの

点から捉えなおす試みをしたり、ミクロ・マクロ班

感慨をおぼえます。

の成果をデータ・アーカイブとして蓄積したり、長

プロジェクトとしてみると、データベース作成面

期経済統計と最近の経済統計の接合を図ったりして

では、ミクロ班のユニークな事業、家計調査独自集

います。

計がほぼ出来上がり、公表を待つばかりとなりまし

いうまでもなく、どれ一つとっても緒に就いたば

た。マクロ班の、東洋経済出版社から刊行予定の『ア

かりで目にみえるかたちの成果はこれからです。た

ジア長期経済統計』シリーズ台湾編も完成に近づき、

だ、一年目が実質的には半年しかなかったことを考

あとは入稿を待つばかりです。また同じマクロ班が

えると、満足のゆく成果があったといってよいでし

内閣府経済社会総合研究所（ESRI） と共同して行

ょう。

ってきた、産業別要素投入・産業連関表等に関する

第 2 年次には、新しい事業、新しい研究も始りま

データベースが ESRI/HISTAT-JIP データベースとし

す。Ph.D.ワークショップを立上げ、3 班合同のコ

て公開されました。

ンファレンス（全体集会）を開催する予定です。COE

個々の研究メンバーの活動については、No.29 ま

研究員、RA の入れ替わりもあります。本格的な活

で出たディスカッションペーパー・シリーズ、No.17

動はいよいよこれからです。ただ、第 2 年次が終わ

までの研究会（セミナー）シリーズをみていただけ

ると中間の評価がはいります。のんびりはしていら

れば、ミクロ班、マクロ班、そして統計理論班での

れません。2004 年度は勝負の年でもあります。

活動の一端を窺い知ることができます。

ご期待ください。
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組織とスタッフ
拠点リーダー

斎藤修（一橋大学経済研究所教授）

斎藤修（一橋大学経済研究所教授）

深尾京司（一橋大学経済研究所教授）

主任

統計理論研究グループ（リーダー：山本拓）

加納悟（一橋大学経済研究所教授）

・計量経済理論
桑名陽一（一橋大学経済学研究科助教授）

ミクロ分析研究グループ（リーダー：北村行伸）

斯波恒正（一橋大学経済学研究科教授）

・ミクロ実証分析

山本拓（一橋大学経済学研究科教授）

青木玲子（一橋大学経済研究所助教授）

・経済統計理論

阿部修人（一橋大学経済研究所講師）

加納悟（一橋大学経済研究所教授）

祝迫得夫（一橋大学経済研究所助教授）

松井博（一橋大学経済研究所助教授）

大橋勇雄（一橋大学経済学研究科教授）

データアーカイブ（統括：斎藤修）

北村行伸（一橋大学経済研究所教授）
黒崎卓（一橋大学経済研究所助教授）

公募研究
マクロ分析研究グループ（リーダー：深尾京司）

尾高煌之助（法政大学比較経済研究所教授）

・マクロ実証分析

末廣昭（東京大学社会科学研究所教授）

浅子和美（一橋大学経済研究所教授）

永野善子（神奈川大学外国語学部教授）

小川英治（一橋大学商学研究科教授）

BASSINO, Jean-Pascal（一橋大学経済研究所外国

深尾京司（一橋大学経済研究所教授）

人客員研究員）

・歴史統計・人口分析

宮川努（学習院大学経済学部教授）

清川雪彦（一橋大学経済研究所教授）
黒崎卓（一橋大学経済研究所助教授）

連載

データベース紹介

No.1

長期経済統計(LTES)データベース
ニュースレター編集部

データベースの概要

全 14 巻の構成と編者は、

『長期経済統計』（大川一司・篠原三代平・梅村

第１巻：国民所得（大川一司、高松信清、山本

又次監修，東洋経済新報社，1965-1988 ）は、一橋

有造）

大学経済研究所を中核とした研究者によって推計・

第２巻：労働力（梅村又次、赤坂敬子、南亮進、

加工・集成された近代日本経済の歴史統計に関する

高松信清、新居玄武、伊藤繁）

一連の統計書です。本文は日本語のみですが、付属

第３巻：資本ストック（大川一司、石渡茂、山

統計表にはすべて英文の添え書きがついています。

田三郎、石弘光）
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まず、刊行された『長期経済統計』全 14 巻の付

第４巻：資本形成（江見康一）

属統計表から、利用者が適宜入力・加工して、この

第５巻：貯蓄と通貨（江見康一、伊東政吉、江

データベースを利用することができます。

口英一）

また、このデータベースは、一橋大学経済研究所

第６巻：個人消費支出（篠原三代平）
第７巻：財政支出（江見康一、塩野谷祐一）

社会科学統計情報研究センター（旧称日本経済統計

第８巻：物価（大川一司、野田孜、高松信清、

情報センター、日本経済統計文献センター）の手で、
コンピューター可読型データファイルに編集されて

山田三郎、熊崎実、塩野谷祐一、南亮進）

います。日本国内の学術機関に属する研究者であれ

第９巻：農林業（梅村又次、山田三郎、速水佑

ば（具体的には、使用されている端末が ac.jp のド

次郎、高松信清、熊崎実）
第 10 巻：鉱工業（篠原三代平）

メイン名を持っていて、その端末が所属機関のネー

第 11 巻：繊維工業（藤野正三郎、藤野志朗、小

ムサーバーに登録されていれば）、社会科学統計情
報研究センターのホームページ(http://rcisss.ier.hit-u.

野旭）
第 12 巻：鉄道と電力（南亮進）

ac.jp/)から、LTES データベースにアクセスできま

第 13 巻：地域経済統計（梅村又次、高松信清、

す。
ホームページからアクセスすると、
「現在、28226

伊藤繁）

の文書がインデックス化され、303886 個のキーワ

第 14 巻：貿易と国際収支（山澤逸平、山本有造）

ードが登録されています。」という説明とともに、

となっています。
この『長期経済統計』を主要経済統計としてデー

検索のためのキーワードを入力するように指示が出

タベース化したものが、「長期経済統計データベー

ます。「インデックス化された文書」とは、出版さ

ス」(Long Term Economic Statistics [LTES] Database)

れた『長期経済統計』の付属統計表の項目それぞれ

です。LTES データベースでは、日本の明治初期以

にほぼ対応した時系列 1 つ 1 つを意味します。
そこでキーワードとして、例えば「農業賃金」と

降の経済統計が、国民経済の計算体系に即しつつ、

入力すると、9 つの時系列データへのリンクが現れ、

時系列的に整理されています。

その中の J0934__003.html を選択すると、
『長期経済

LTES データベースは、近現代日本の経済成長の
過程を定量的に分析する上での基礎を提供していま

統計

第9巻

農林業』の付属統計表の第 34 表に

す。LTES を用いた代表的な既存研究、LTES 関連

おける第(3)列、すなわち農業賃金・日雇・男のデ

のほかの統計、LTES の推計的特質、LTES を利用

ータがパソコンの画面に現れるという仕組みです。

する際留意すべき点などについての概略は、尾高

このデータは html 文書で書かれているので、テキ

(1996)を参照してください。LTES を理解するため

スト情報として、エクセルその他の統計パッケージ

の基本文献には、Ohkawa and Shinohara (1979)、佐

で簡単に処理することができます。

藤 (1979)、安場 (1989)などがあります。

引用文献・ウェブサイト

LTES のアジア版を目指したのが、同じく一橋大

ASHSTAT ホームページ

学経済研究所を中心に進められた「アジア長期経済
統計プロジェクト」(1995-2000)です(http://www.ier.h

http://www.ier.hit-u.ac.jp/C

OE/Japanese/index.html

it-u.ac.jp/COE/Japanese/index.htmlを参照)。アジア長

尾高煌之助 (1996) 「LTES とは？」
『アジア長期経

期経済統計プロジェクト、通称 ASHSTAT プロジェ

済統計データベースプロジェクト

クトの活動は、本プロジェクトのマクロ班に継承さ

レター』No.1, pp.11-13 (ASHSTAT ホームペー

れており、その成果が東洋経済新報社から『アジア

ジにも掲載)。

長期経済統計』シリーズとして今後刊行される予定
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Meissner (1979) Patterns of Japanese Economic
Development: A Quantitative Appraisal, New

データベースの利用方法

Haven: Yale Univ. Press.
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次編『長期経済統計』全 14 巻について」『経

連載

エッセー

No.1

途上国農村の労働市場・フィールド調査・農業賃金統計*
黒崎

ミャンマーのフィールド調査から

卓（一橋大学経済研究所）

細かな勤労条件・支払条件の違いを無視して、現

調査員：「先生、この農家はまた別の方法で、労働

金賃金の額ないしは米などの現物賃金の量だけを機

者に賃金を払っています。もう準備した分類

械的に記録すればよかったのかもしれない。しかし

コードが足りません。
」

パキスタンやインドといった南アジアを中心に、途

筆者：「分類コードの《その他》にとりあえず分類

上国農村における市場の発展の実証分析を研究テー

して、《覚え書き》の欄にその説明を書き込

マにしてきた筆者にとって、目の前に繰り広げられ

んでもらえますか。
」

る多様な労働慣行を無視してしまうのはあまりに惜

調査員：「覚え書きの欄に書き切れません。現金賃

しかった。そこで、現金賃金の額と現物賃金の量に

金は約 1 ヶ月前払いされているために村の通

加えて、できるかぎり詳細に勤労・支払条件を記録

常のレートと違っているそうです。賄いの食

することにした。

事は日に 1 回ですが、この水田は条件が悪い

農業賃金統計

ためにおかずを 1 品余計に準備しているそう

多くの途上国では、農業部門が経済の基幹産業と

です。
」

なっており、かつ、プランテーション経営に雇われ

筆者：「覚え書きの欄に印をつけて、質問票の裏側

る農業労働者、家族労働だけで足りない労働力を補

．
．
」
にそれらを詳しくメモしてください．

うために雇われる農業労働者が、農業部門雇用の高
い比率を占めている。実質農業賃金の傾向的上昇は、

2001 年、ミャンマー農村フィールド調査でのひ
とコマである。賃金制度に関する調査が目的だった

農業部門の労働生産性上昇を示唆するから、長期的

わけではない。途上国の中でもミャンマーは、農村

な経済発展の定量分析に農業賃金統計は欠かせない。

経済の実態に関する基礎的情報が少ないため、農業

農村の貧困層が集中している土地なし階層が所有す

政策の農村経済へのインパクトを分析するためにゼ

る唯一の資産は労働であるから、農業賃金の時系列

ロからの農村世帯調査が必要となった。ミャンマー

は、農村部の貧困問題を分析するための指標として

農業灌漑省及び畜産水産省の複数の調査員による個

も、よく利用される。

別対面調査に拠り、詳細な質問票を用いて、世帯概

しかしミャンマーでは、農業労働賃金はおろか賃

況、資産保有、消費、信用関係、農業経営などにつ

金統計一般が存在しない。ミャンマー農業は、東南

いて標本調査を実施した 。日本側の共同研究者は

アジアや南アジア同様に、プランテーション経営は

すでに類似の調査を何度かミャンマーで行っており、

稀で、農家を核にした小農経営がほとんであるが、

質問票の最終版はミャンマー側の共同研究者と何度

家族労働と並んで多くの雇用労働が用いられる。農

も議論して確定させたものであったから、フィール

業灌漑省が推定している稲作生産費によると、家族

ドでこれほど労賃の記録に関して苦労するとは予測

労働と同じくらいの費用が雇用労働として計上され

していなかった。

ている。つまり農業労働者の賃金が行政上まったく

$
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無視されているわけではないので、統計の不在は、

者に賄いの食事を何食用意するか、賃金がいつ支払

賃金系列が GDP 推計に直接必要ないこと、部門別・

われるかに応じて、さらにバリエーションが生まれ

雇用形態別の賃金統計は軍政を批判する材料にも使

る。賄いに関して述べると、まったく出さないのが

われかねないという政府の懸念などを表わしている

全件数の約 3 分の 2、昼食の 1 食だけ出すのが 3 分

のかもしれない。

の 1 弱を占めた。賄いの見積額を賃金率に算入する
かしないか、算入する場合にその金額相当分をどの

ミャンマーの農業賃金

ように評価するかで、農業労働者の賃金率は大きく

さて冒頭のミャンマー調査結果であるが、8 村、

違ってくる。現金賃金が非常に低いミャンマー農村

約 520 世帯の標本から、年間あるいは作付期間を通

では、とりわけ賄いの帰属計算が重要になる。例え

じて常時雇用されている農業労働者（以下、常雇）

ば、稲作地域に属するある調査村の日雇い農業労働

として働いている者の契約条件・賃金支払形態など

賃金は、食事なしの場合 1 日 200 チャット(当時の

について 60 件、日雇として働いている者の情報が

市場レートで換算すると約 30 円という世界でも類

約 1700 件、農家が常雇を雇っている場合の情報が

のない低賃金であるが、米価が安いのでこの賃金で

164 件、農家が日雇を雇っている場合の情報が約

5 人家族なら 1 日分の米が買える)、1 食つくと 150

1400 件得られた。

チャットという値が、頻繁に観察された。食事なし

日雇について、賃金が何を単位に支払われている

を基準に見ると、1 食の賄いが賃金の 25％にも相当

かを分類したところ、支払形態が確定できた約 3100

する。

件のうち、1 日あたりの現金（ミャンマーの通貨は

賃金支払の形態は、村ごと、農作業ごと、作物ご

チャット）で支払われるケースは全体の 81％を占

とにおおむね決まっているが、同じ村内でバリエー

め、ミャンマー農村においても現代的な支払形態が

ションが存在する場合もある。収穫労働では特にバ

中心となっていることが分かった。しかし単位労働

リエーションが多い。賃金支払い形態のバリエーシ

時間に比例して現金賃金を支払う制度は、労働者に

ョンは、労働監視の容易さ、農村市場の発達度合、

怠業のインセンティブを与えるかもしれない。この

インフォーマルなリスク対処メカニズムの有無、地

問題を防ぐ制度と考えられるのが出来高払いの賃金

域が置かれた歴史・政治的条件などによって説明で

であるが、現金払いと現物払いを合わせると、出来

きると考えられる。このことを定量的に検証し、労

高払いの件数は全体の 14％を占めている。無視で

働市場の特色を明らかにする作業を、現在進めてい

きない頻度と言えよう。

るところである。

また、現金賃金を支払う制度は、農村部において
農産物市場があまりよく発達していない場合には、

注 * 本稿は『エストレーラ』誌（財団法人 統計情

食糧安全保障という観点で過剰な負担を労働者に負

報研究開発センター）2004 年 6 月号に掲載の同

わせるものかもしれない。この問題を防ぐ制度と考

名の記事を短縮したものである。

えられるのが食糧という現物で賃金を払うことであ

$ T. Kurosaki, I. Okamoto, K. Kurita, and K. Fujita, “Rich

るが、単位労働時間に比例したものと出来高払いと

Periphery, Poor Center: Myanmar's Rural Economy

を合わせると、現物賃金の件数は全体の 4％を占め

under Partial Transition to a Market Economy,” COE

た。とりわけ農業日雇労働の重要な比率を占める収

Discussion Paper no.23, Institute of Economic

穫労働では、現金賃金と現物賃金とが同じくらいの

Research, Hitotsubashi University, Tokyo, March

頻度で見出された。特に米が全体として不足する村

2004 および栗田匡相・岡本郁子・黒崎卓・藤田

では、稲の収穫労働の日雇賃金を、農家が籾米また

幸一「ミャンマーにおける農業政策と農家経済

は精米で支払う傾向がある。

―所得分析を中心に―」『アジア経済』印刷中を

賃金は、単位が何であるかに加えて、農家が労働

参照.
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