
A　 TFP算出におけるデータについて

産業区分

内閣府経済社会総合研究所『県民経済計算年報』の「経済活動別」に記載の大分類産業（11区分：

公務を含む）を基本区分として、産業区分別・都道府県別に算出する (「農林水産業」「鉱業」「製造

業」「建設業」「電気ガス水道業」「卸売小売業」「金融保険業」「不動産業」「運輸通信業」「サービス

業」「公務」)。

ただし、電気ガス水道業とサービス業は、「産業」分類されているものだけでなく「政府サービス

生産者」「対民間非営利サービス生産者」の各項目を加えて算出する。具体的には、電気ガス水道業

は「産業」と「政府サービス生産者」の和で算出し、サービス業は「産業」と「政府サービス生産

者」、「対民間非営利サービス生産者」の和とする。

各産業区分の集計として、「産業計 (公務除く)」「非農林水産業」「非製造業 (農林水産業含む)」「非

製造業 (農林水産業除く)」「第二次産業」「第三次産業」などを算出しているが、基本的には、各産業

の総生産額、投入量を集計して計算している。よって、「産業計 (公務除く)」には、「公務」分は含ま

れないだけでなく、県内総生産における「輸入税等」、就業者数における「分類不能」分も含まれて

おらず、各統計上で通常使用されている総合計と一致しない場合がある。

生産量

生産量は付加価値ベースとする。名目値は、内閣府『県民経済計算年報』の「経済活動別県内総

生産 (年度データ)」を用い10、デフレータは、各都道府県共通と仮定し、経済企画庁『国民経済計算

年報』の「経済活動別国内総生産デフレータ (暦年データ)」(1990年暦年基準)を用いる。以上から、

名目値をデフレータで除することによって都道府県別の実質生産量を導出する。

労働投入

産業別・都道府県別に、以下で述べるものを用いて、就業者数と労働時間を乗ずることによって労

働投入量としている。

1. 就業者数

農林水産業は、内閣府『県民経済計算年報』の「第一次産業�就業者数 (就業地ベース)」を用い

る11。
101998 年度の茨城県には、「政府サービス生産者」の区分明細が存在しないので、前年の構成比によって按分推計した。
11農林水産業については、兼業が多く存在していることを勘案し、主従を問わず当該産業に従事しているものを対象に就業

者数を計算している内閣府『県民経済計算年報』の数値を使用した。しかし、農林水産業以外では、『国勢調査』『労働力調査』
とも、主として当該産業に従事しているものだけを対象に就業者数を計算しているので、相互比較する場合には注意を要する。



なお、農林水産業以外 (「産業計 (公務除く)」などを含む)については、総務省統計局『国勢調

査』の「従業地ベースの就業者数」(5年毎)12を基本とし、総務省統計局『労働力調査』の「地

域別�就業者数」(各年データ)の各年地域データを利用して中間年を推計する13。ただし、『労

働力調査』で継続使用可能な地域データは 1980年以降しかないので、1975�80年の間は直線

推計とする。

2. 労働時間

経済活動別のうち「農林水産業」と「公務」については、総務省統計局『労働力調査』の「就

業者�1人平均週間就業時間数」を用いる。なお、これは全国データのみなので、各県共通と仮

定し、月次データに変更の上で使用する。

また、それ以外の産業については、総務省統計局『労働力調査』の「就業者、雇用者�１人平均

週間就業時間数」および労働省『毎月勤労統計調査年報�地方調査』の「1人平均月間総実労働

時間（事業規模 30人以上）」14を用いて以下の手順によって推計を行う。

� 『毎月勤労統計調査年報�地方調査』と『労働力調査』の「雇用者�1人平均週間就業時間

数」を月次ベースに調整した上で乖離率を算出し、『毎月勤労統計調査年報�地方調査』の

都道府県別データに、その乖離率を乗ずる事によって『労働力調査』ベースの「雇用者・

都道府県データ」を作成する。

� 更に、『労働力調査』の就業者と雇用者の乖離率を全国ベースで算出し、それを上記の「雇

用者・都道府県データ」に乗じて「就業者・都道府県データ」を作成する。

資本投入量

民間資本ストックおよび社会資本ストックは以下のように推計した。

民間企業資本ストック 「季刊国民経済計算」(経済企画庁) No.121にある「地域勘定の民間企業資本

ストックの推計」における「都道府県別・産業別・民間企業資本ストック」(全産業・進捗ベー

ス; 1990暦年基準)を用いる。なお、掲載されているデータは 1995年までなので、それ以降は

同様の方法で延長推計する。
122000 年『国勢調査』の利用にあたっては、「1%抽出速報集計」を使用している。
13中間年 t + i 年の推計は、次式のように行った。
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ここで、Lt と Lt+5 は『国勢調査』の 5 年毎のデータ、lt から lt+5 は『労働力調査』の各年データとする。ただし、この場合
においても、『労働力調査』の地域別就業者データの数値が小さく、当該推計方法によって変動が過大になると思われる場合
には、直線推計を用いた。

14ただし、「鉱業」「電気ガス水道業」「不動産業」については、各県データが一部しか存在しないので、各県共通と仮定した。



公的部門産業資本ストック 内閣府『県民経済計算年報』の「経済活動別県内総生産」は、産業形態

によって区分しているので、公的主体による付加価値が「公務」区分だけでなく各産業に含ま

れている。すなわち、資本投入には、民間企業資本ストックだけでなく、公的部門の産業資本

ストックも含める必要がある。

ここでは、経済活動別県内総生産の範囲と正確に一致してはいないが、電力中央研究所で作成

された「都道府県別・12目的別社会資本ストック」(1990暦年基準)の一部を、表 19のように

各産業に公的部門産業資本ストックとして加算する15。

表 19: 電力中央研究所の 12目的別社会資本ストック

産業区分 電力中央研究所における区分

農林水産業 「農林漁業施設」

電気・ガス・水道業 「上水道」

運輸・通信業 「道路 (有料道路)」

「港湾・空港」

「運輸・通信業 (旧電電公社・国鉄)」

「運輸・通信業 (その他)」

サービス業 「社会保険・社会福祉施設・学校・病院」

公務 一般行政資産

合算・調整済資本ストックの作成 これまで述べてきた民間企業資本ストックと公的部門産業別資本

ストックについて、経済活動別で区分したが、単純加算すると重複が生じる。これは、両者の

データにおいて公社の民営化前後でのデータの扱いが異なるためである。具体的には、民営化

している公社の資本ストックが、「民間企業資本ストック」においては公社民営化後のみが含

まれている一方で、(2)「公的部門産業別社会資本ストック」においては公社民営化直前に残存

している資産がそのまま民営化後も含まれている16。

そのため、影響をうける運輸・通信業および製造業、電気・ガス・水道業については以下のよ

うに調整し合算することで、産業別資本ストックを推計する。

A.運輸・通信業 民営化した JR各社および日本電信電話株式会社の資本ストックについては、

1984年度までは「民間企業資本ストック」と「公的部門産業別社会資本ストック」を加

算して求める。また、1985年度および 1986年度については「前期末ストック」に「民間
15現時点では 1997 年度末までしか作成されていないので、1998 年度末ストックを新たに延長推計している。新規設備投資

については、それまでと同様に『公共工事着工統計年報』『道路統計年報』から作成した。除却については、1997 年度におけ
る除却率を、1997 年度除却額を 1996 年度末資本ストックで除することで推計し、1997 年度末資本ストックに乗じて算出し
ている。

16厳密にいえば、公社民営化直前に残存していた資産の減価償却分の減価は考慮されている。



企業資本ストックにおける増減」と「「公的部門産業別社会資本ストックにおける JR分

の増減」を加えたものから「NTT民営化時の資本ストックの増分 (1985年)」を引いて求

めた。そして、1987年度末以降は「前期末ストック」に「民間企業資本ストックの増減」

を加えたものから「JR民営化時の資本ストックの増分 (1987年および 1991年)」を差し

引いて求めた。

B.製造業、電気・ガス・水道業 民営化した日本たばこ産業株式会社、電源開発株式会社は、

民営化各社の資本ストックは、NTTなどと同様に、民間企業資本ストックには民営化年

次以降が含まれていることは明示的である。他方、公的部門産業別社会資本ストックにお

いては、これら公社の民営化前の資本ストックを特定することは困難である。よって、当

該各産業全体に対する 2社の影響は相対的に大きくないことを勘案し、民営化時の資本ス

トックの増加 (日本たばこ産業株式会社は 1985年、電源開発株式会社は 1986年)のみを、

民間企業資本ストックと公的部門産業別社会資本ストックの合算から除去することで対応

している。

その他 公的部門産業別資本ストックで産業区分が存在するものについては、民間企業資本ス

トックと公的部門産業別資本ストックの加算で推計する。公務は公的部門産業別資本ス

トックのみで対応し、それ以外は民間企業資本ストックのみとしている。

稼働率 稼働率の公式統計は、産業別では鉱工業のみ存在 (通産省『鉱工業指数年報』の「稼働率指

数」)している。そこで、経済企画庁『国民経済計算年報』の「経済活動別実質国内総生産 (暦

年データ)」(68SNA�1990暦年基準)(Y)と、「合算調整済資本ストックの作成」で推計した資本

ストック (K)から計算される資本係数の逆数 (Y=K)を用いる。資本係数の逆数の対数値の変動

は、長期的には資本使用的な技術関係をもっているために一定の傾きをもったものになるが、

年毎では変動している。ここでは、その変動が資本稼働率の変動によるものと仮定し、資本係

数の逆数を時間トレンドで回帰して得られる残差を用いて乖離率とした。なお、稼働率は、産

業区分毎に算出し各県共通と仮定して適用する17。

作成方法 各産業について「合算・調整済資本ストックの作成」において推計した資本ストックに「稼

働率」で推計した稼働率を乗じることによって産業別の資本ストックとした。

17鉱工業では公式統計として「稼働率指数」が存在するにもかかわらず、この推計方法によって稼働率を推計しているが、
「稼働率指数」と「推計稼働率」との間の差は極めて少ない。



労働分配率・資本分配率

労働分配率および資本分配率は、労働に対する支払いである労働コストと資本に対する支払であ

る資本コストを合わせたものを総費用とすれば、それぞれ総費用に対する労働コストおよび資本コ

ストとして定義される。労働コストおよび資本コストの推計方法は以下のとおりである。

1. 労働コスト

内閣府『県民経済計算年報』の「経済活動別�県内総生産および要素所得」の「雇用者所得」18お

よび農林水産省『農業・食料関連産業の経済計算』の「個人業主所得」の「農業のみから得ら

れる所得」を用いて推計する。

なお、労働コストは

労働コスト =雇用者所得 +営業余剰中の個人事業主・家族従業者所得

によって推計する。なお、産業毎で若干推計方法が異なる。

農林水産業 各県別の「雇用者所得」を、労働投入と同様の方法で算出した「雇用者」におけ

る「就業者数 �労働時間」で除し、産業別・都道府県別に「時間当りの雇用者所得単価」

を算出する。次に、労働投入と同様の方法で産業別・都道府県別の「個人事業主家族従業

者」における「就業者数 �労働時間」も算出する。そして、『農業・食料関連産業の経済

計算』の「農業のみから得られる所得」を、農林水産業の「個人事業主家族従業者」にお

ける「就業者数 �労働時間」の全国計で除し、全国計ベースの「時間当りの個人事業主・

家族従業者所得単価」を算出する。最後に、「時間当りの個人事業主・家族従業者所得単

価」に「就業者数 �労働時間」を乗じて、営業余剰中の「個人事業主家族従業者所得」と

する。

農林水産業以外 「雇用者」と「自営業主家族従業者」の単価を同一と仮定した。それ以外は、

農林水産業と同様の方法によっている。

2. 資本コスト

内閣府『県民経済計算年報』の「経済活動別�県内総生産および要素所得」の「固定資本減耗」

19および「県内総支出」の「総固定資本形成」から「住宅」を除いたもの、経済企画庁『国民

181998 年度の茨城県は、「経済活動別�県内総生産および要素所得」の内訳明細が存在しないので、前年の県内総生産に占
める構成比によって推計した。同様に、1975�79 年度の兵庫県も存在しないので、最も近い 1980 年の県内総生産に占める構
成比によって推計した。

191998 年度の茨城県は、「経済活動別�県内総生産および要素所得」の内訳明細が存在しないので、前年の県内総生産に占
める構成比よって推計した。



経済計算年報』の「国内総支出」の「総固定資本形成」から「住宅」を除いたもの、日本銀行

『経済統計月報』の「国債応募者利回り (10年債)」を用いて資本コストを推計する。

資本コストは、

資本コスト = 資本ストック �資本財デフレータ

� (利子率 �資本財デフレータ変化率) +減価償却

によって推計する。ここで資本財デフレータと実質資本ストックを乗じたものは名目の資本ス

トックに対応している。なお、上記資料を利用した具体的な推計方法は以下のとおりである。

� 各県別の「資本財デフレータ」は、内閣府『県民経済計算年報』から、「住宅」を除いた

「総固定資本形成」の名目値を実質値で除することによって算出した20。

� 「利子率」及び「資本財デフレータ変化率」は、全国同一と仮定した。よって、その際に

利用する「資本財デフレータ変化率」は、『国民経済計算年報』から算出している。

20福島県他 5 県については、1975 から 1979 年程度に掛けて、「総固定資本形成」の内訳明細が存在しないものがある。そ
の場合は、経済企画庁『国民経済計算年報』によって作成した全国平均デフレータの対前年階差が、当該県の同一年度階差も
同一と仮定して推計した。



B　係数ダミーを含めた生産性回帰の推定結果

説明変数が水準変数となっている生産性回帰について 1992年以降に社会資本の係数ダミーを加え

た推定結果を示す。

表 20: 生産性回帰 (都道府県) III

変数名 農林水産業 鉱業 製造業 建設業 電気ガス水道業

社会資本 -0.136 ** 0.161 ** 0.239 ** -0.051 ** 0.083 **

92年以降 -0.008 -0.069 ** -0.021 ** 0.045 ** -0.020 **

80年ダミー 0.037 ** 0.112 0.039 ** 0.017 0.129 **

決定係数 0.776 0.807 0.909 0.873 0.607

変数名 卸売小売業 金融保険業 不動産業 運輸通信業 サービス業

社会資本 0.323 ** 0.303 ** -0.364 ** 0.124 ** 0.025 **

92年以降 -0.047 ** -0.029 ** 0.038 ** -0.000 -0.003

80年ダミー 0.030 0.004 0.007 0.020 0.030 **

決定係数 0.863 0.823 0.941 0.827 0.827

92年以降: 1992年から 1998年の社会資本の係数ダミー
��: 1%水準で統計的に有意 �: 5%水準で統計的に有意



表 21: 生産性回帰 (分野別社会資本・都道府県) III

変数名 農林水産業 鉱業 製造業 建設業 電気ガス水道業

国県道 0.072 1.150 ** -0.056 0.286 * 0.566 **

国県道 (d) -0.134 ** -0.294 * 0.175 ** -0.189 * -0.384 **

市町村道 0.041 * -0.829 * 0.429 ** -0.810 ** -0.684 **

市町村道 (d) 0.123 0.729 ** -0.195 * 0.322 * 0.553 **

公園下水道 -0.767 ** 0.633 ** 0.668 ** 0.793 ** 0.242 *

公園下水道 (d) 0.140 -1.060 ** -0.463 ** -0.511 ** -0.286 **

政府建物 -0.283 ** 0.229 0.157 ** -0.056 0.244 **

政府建物 (d) -0.160 ** 0.164 0.193 ** 0.212 ** 0.015

治山治水 -0.085 -0.888 ** 0.197 ** -0.683 ** -0.296 *

治山治水 (d) 0.229 ** 0.061 -0.136 ** 0.275 ** 0.201 **

80年ダミー 0.031 * 0.009 0.046 ** 0.022 0.126 **

決定係数 0.834 0.824 0.920 0.888 0.619

変数名 卸売小売業 金融保険業 不動産業 運輸通信業 サービス業

国県道 -0.078 -0.255 * -0.196 * 0.003 -0.142 **

国県道 (d) -0.044 0.157 * 0.007 -0.042 0.092 **

市町村道 1.048 ** 0.788 ** -0.705 ** 0.661 ** 0.059

市町村道 (d) -0.044 -0.244 * 0.125 -0.069 -0.024

公園下水道 1.154 ** 1.316 ** 0.024 0.539 ** 0.178 **

公園下水道 (d) -0.964 ** -0.811 ** 0.246 ** -0.153 * -0.042

政府建物 -0.281 ** 0.013 -0.637 ** -0.394 ** -0.014

政府建物 (d) 0.608 ** 0.344 ** -0.183 ** 0.114 ** 0.005

治山治水 0.275 ** 0.086 -0.387 ** 0.092 0.126 **

治山治水 (d) 0.005 -0.100 0.105 0.039 -0.104 **

80年ダミー 0.049 ** 0.020 0.006 0.028 * 0.032 **

決定係数 0.892 0.860 0.950 0.845 0.834

(d): 当該変数に関する 1992年から 1998年の係数ダミー
��: 1%水準で統計的に有意 �: 5%水準で統計的に有意



表 22: 生産性回帰 (地域) III

変数名 農林水産業 鉱業 製造業 建設業 電気ガス水道業

社会資本 -0.121 ** 0.153 ** 0.236 ** -0.163 ** 0.090 **

92年以降 -0.010 * -0.080 ** -0.017 ** 0.030 ** -0.026 **

80年ダミー 0.032 -0.005 0.056 ** 0.017 0.108 **

決定係数 0.887 0.882 0.948 0.948 0.817

変数名 卸売小売業 金融保険業 不動産業 運輸通信業 サービス業

社会資本 0.297 ** 0.294 ** -0.385 ** 0.095 ** 0.028 **

92年以降 -0.034 ** -0.029 ** 0.040 ** 0.004 -0.003

80年ダミー 0.029 -0.008 0.006 0.009 0.035 **

決定係数 0.889 0.855 0.953 0.796 0.905

92年以降: 1992年から 1998年の社会資本の係数ダミー
��: 1%水準で統計的に有意 �: 5%水準で統計的に有意



表 23: 生産性回帰 (分野別社会資本・地域) III

変数名 農林水産業 鉱業 製造業 建設業 電気ガス水道業

国県道 -0.346 * 1.154 ** 0.740 ** -0.022 0.181

国県道 (d) -0.122 -0.678 ** -0.018 0.035 * -0.007 **

市町村道 0.053 0.826 0.478 -2.491 * -1.453

市町村道 (d) -0.128 1.640 ** 0.011 0.044 0.003

公園下水道 -0.721 ** 3.789 ** 1.152 ** 1.833 ** 0.870 **

公園下水道 (d) 0.324 ** -0.181 ** -0.050 ** -0.034 * -0.023

政府建物 -0.083 -0.741 ** -0.217 0.036 0.265

政府建物 (d) -0.103 0.031 ** 0.022 ** -0.003 0.001

治山治水 0.619 * -1.511 -1.063 ** 0.310 1.178 *

治山治水 (d) 0.157 -0.024 0.022 * -0.045 ** -0.015

80年ダミー 0.028 -0.011 0.061 ** 0.021 0.099 **

決定係数 0.915 0.899 0.957 0.963 0.857

変数名 卸売小売業 金融保険業 不動産業 運輸通信業 サービス業

国県道 0.445 -0.437 -2.577 ** 0.059 -0.351 *

国県道 (d) -0.023 0.004 0.063 ** -0.018 0.009

市町村道 2.143 * 3.128 ** 1.245 2.094 ** 0.799 *

市町村道 (d) -0.091 ** -0.059 -0.054 * -0.018 -0.035 *

公園下水道 1.494 ** 2.034 ** 0.087 0.144 0.141

公園下水道 (d) -0.056 ** -0.090 ** 0.024 * 0.016 -0.003

政府建物 -1.143 ** -0.551 ** -0.912 ** -0.624 ** 0.146 *

政府建物 (d) 0.057 ** 0.042 ** -0.008 ** 0.005 -0.002

治山治水 -0.309 -2.627 ** 0.714 -0.615 -0.498 *

治山治水 (d) 0.039 ** 0.070 ** -0.216 0.042 ** 0.022 **

80年ダミー 0.056 * 0.011 0.024 0.020 0.036 **

決定係数 0.930 0.894 0.984 0.894 0.914

(d): 当該変数に関する 1992年から 1998年の係数ダミー
��: 1%水準で統計的に有意 �: 5%水準で統計的に有意
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