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なぜ生産性が大事か
本日は、データ分析の結果得られた日本の生産性の現状について、どの様な水準にあるのか、どう
して低いのか、どうしたら上がって行くのか等の話をしたいと思います。
本日使用するデータや図は、
私の名前とそれぞれの研究タイトル等でご検索頂ければその URL から DL が出来ます。具体的には
日本生産性本部と協力し研究し纏めた「生産性レポート」、最近まで財務省・財務総合政策研究所で「イ
ノベーションを通じた生産性向上に関する研究会」の委員を務めておりその研究成果の報告、これは
10 月位に本が刊行される予定です。また、最近の話題ですが働き方改革と生産性の研究として「日経
Smart Work プロジェクト」があります。そこで委員を務めており中間報告書が出ましたが、これら
のデータです。本日はこれらの内容を加えて話をしたいと思います。講義の内容は始めに、何故、生
産性が大事かをご存知だとは思いますが改めて話をさせて頂き労働生産性、TFP と呼ばれている全要
素生産性、労働生産性水準の国際比較と最後に生産性に関する研究の紹介と生産性向上に向けてどの
様にしたら良いかを話をさせて頂きます。
講義の中で多少「数式」が出てきますが概念的にこの様なものだと見て頂ければ良いと思います。
最初に、どうして「生産性」が大事かと言う事です。高齢化と人口減少は日本の課題です。人口減で
は人口増によって国の豊かさを求める事は出来なくなりますし、高齢者が増加すると生産年齢人口が
減少し供給力自体が減少してくる、その為 GDP を増やす、維持するには生産性を上げなければなら
ないと言われています。日経で記事検索をして見ると過去 1 年で「生産性」と言うキーワードは朝刊
だけですが 1 日 3 回以上登場しています。私は 15 年位、生産性を研究していますがこれ程注目され
ているタイミングはないと思います。現在、生産性に注目が集まっていますが、経済学の分野では生
産性は非常に大事な概念として扱われていて、ノーベル経済学賞のクルーグマン（ Paul Robin
Krugman）教授は「生産性が全てと言う訳ではないが長期で見ると殆ど全てである」と言う言葉を著
書で言っています。改めて特に先進国では「生産性を上げて行く事」は重要であると一般的に経済学
では認識されています。

生産性とは
日本の生産性は国際比較するとどの位でしょうか。日本生
産 性 本 部 が 2016 年 発 表 し た も の で 46USD/ 時 間 、
81,777USD/人、主要７か国の中では最低です。政府も昨年
末、新しい経済政策パッケージとして人づくり革命、生産性
革命を主軸にして生産性を引き上げようと着手し始めた所で
す。何から着手すべきか、始めに現状を正確に把握しなけれ
ばならないと思います。概念ではなくどの産業のどの企業の
生産性が低いのか、どう上げるのかと言う現状の正確な理解
が必要になって来ると思います。教科書的な話をしますが経
済学で言う豊かさの指標で解り易いのは GDP です。GDP は付加価値の総和です。付加価値（Value
added）はどの様に生み出されているのか、これをアウトプットだとします。1 国全体のアウトプッ
トが GDP です、これを生み出すにはインプットが必要です。インプットは経済学では資本と労働で
す、資本：K、労働：L で書きます。
（右の図）
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V=F（A, K, L）
V：付加価値、F ：生産関数、A：生産技術水準（全要素生産性（TFP）水準）K：資本、L：労働
学生に授業で最初に話す事は GDP の三面等価と言う内容です。GDP は 3 面から見る事が出来き、生
産面、支出面、分配面は等しい価値になります。
GDP（V ）＝国民所得（GDI）＝資本所得＋労働所得です。
GDP は年間に生み出した付加価値の総和です。その付加価値を生み出すには誰かに支払いをしてい
る筈です。国民所得と言う概念です。誰かが或いは機械を使って生み出した価値は誰かに分配されて
いる筈で、これが国民所得です。500 兆円の価値は誰かに分配され機械に対する報酬「資本所得」と
労働に対する報酬「労働所得」に分配されている筈です。
難しい言葉で限界生産力と言う言葉が出てくるのですが、
これも経済学で最初に教える言葉です。限界とは「ちょっ
と」動かした時にと言うイメージです。労働の限界生産力
と言う言葉があって、これは労働を「ちょっと」増やした
時に付加価値がどれだけ増えるかを労働の限界生産力と言
います。資本の限界生産力も同じです。今、市場が非常に
競争的であれば下記の式が成りたちます。これが非常にベ
ーシックな経済学の考え方です。（右の図）
競争的な市場で企業は最適化（利潤最大化）行動をとっ
ていると仮定し
労働の限界生産力＝賃金 w、
資本の限界生産力＝資本コスト r
労働の限界生産力、労働を 1 単位増やした価値と賃金とが
等しくなります、これがバランスされないとどちらかで調
整される、資本の方も資本の限界生産力が資本の価値と等
しくなります。この説明は、生産関数を説明したかったか
らで、
（右の図）は国民所得と労働所得と資本所得の推移で
す。付加価値の推移に比例して動いているのが解ります。
この関係を式にすると（下の図）の様な式になります、
使われている関数がコブ・ダグラス型生産関数です、良く
使われる関数です、こうした性質を満たす生産関数がコ
ブ・ダグラス型生産関数です。αは労働分配率、1-αは資
本分配率と言います。何故これが良いかと言いますと式を
わかりやすい形に書きかえる事が出来るからです。GDP 成
長率は 3 つに分解出来ます、GDP 成長率＝TFP 成長率＋
労働分配率×労働の成長率＋資本分配率×資本の成長率
に分解出来ます。これを成長会計（growth accounting）
と言いますが、
この式を見ると、
何故今生産性が大事かに繋がります。
政府は名目 GDP を 2020 年までに 600 兆円にしたいと
言っています、これを達成する為には何をどうしたら良い
かがこの式から出て来ます、600 兆円にするには GDP 成
長率を何%にしなければならないかと言う計算が出来ます。
GDP の成長率は 3 つに分解出来ますのでどの項目を何%上
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げたら良いかが予想出来ます、労働は急には増えない、資本のデータで見ると 2008 年がピークでし
たし、その後設備投資が伸びていないのが現状だと思います。600 兆円を目指すのであれば A の部分
＝TFP 成長率を伸ばして行くしかない。付加価値の中で 7 割を占めるサービス産業、現在 343 兆円
（2014 年）を 410 兆円（2020 年）、つまり年率 2%の成長が必要となります。これは達成可能である
かを考えて行かなければなりません。生産性とはアウトプットとインプットの比率です。アウトプッ
トとインプットに何を取るかによって多くの生産性が分析出来ます。以降は生産性比較の方法につい
て説明します。

労働生産性水準の比較の方法
アウトプットとインプットが夫々1 項目だったら非常にシ
ンプルに計算が出来ます、例えば A 国と B 国、A 社と B 社
を比較するのは簡単です。
労働生産性とは労働者 1 人当たり、
或いは労働者 1 時間当たりが生み出すアウトプットです、例
えば付加価値を労働者数で割る 1 人当たりの GDP も労働生
産性です。コブ・ダグラス型生産関数で仮定すると（右の図）
となります。労働生産性は計算し易いので、政府機関、日経
新聞等がいろいろな所で使っています。しかしデメリットも
あって、生産は人（労働）だけで行われている訳ではありません。機械を導入して生産性を高めてい
るかも解らない、人だけでなく設備もある訳で、それらが勘案されていないので労働生産性だけでな
く他の生産性を見る必要があります、労働生産性のデメリットは投入されている筈の資本の方を考え
ていませんが、しかし非常にシンプルなので良く使われます。
労働生産性を上げるには、この式から解る事は、1 つは資本
装備率（K/L）を上げることです。従業員 1 人あたりの資本（機
械、装備）を増やすことです。もう 1 つはイノベーションの実
現、例えば効率の良い機械を導入する事です。
L の部分に注目すると人的資本を上げる、
例えば OJT、Off-JT
の企業内教育で効率を高めるとか、やる気・モチベーションの
向上、働き方改革にも関連しますが従業員がやる気を持って働
いて貰う事は生産性向上に良い影響を与える、やる気のない L
とやる気のある L では変わって来ます。一般的に言われているのは労働生産性を上げるには、機械化
する、新しい機械を導入する、従業員教育をする、従業員のやる気モチベーションが上がる様な職場
環境を作る等が労働生産性を上げる要因として一般的に経済学で言われているものです。
生産性の計算は簡単で、調べたい会社の付加価値額と有形固定資産と労働分配率、従業員数が解れ
ば計算出来ます、付加価値を従業員数で割れば各社の労働生産性を計算出来ます。
付加価値額は売上－売上原価＋販管費＝営業利益と人件費の合計です、細かく言うとこれに減価償
却費をプラスしたものが一般的に言われる粗付加価値と言われるものです、これらは公表されている
財務データから計算出来ます。労働分配率（α）は人件費を付加価値額で割れば計算出来ます。それ
らのデータから同じ業界であっても企業が投入している分野（資本、労働）が異なる事が解ります。

全要素生産性（TFP）水準比較の方法
解り難いですが、今注目されている全要素生産性（TFP）の
説明を致します。経済学者が生産性と言うと全要素生産性を指
します。全要素生産性でないと資本が考慮されていないので本
当の意味での生産効率の比較にはならないと思います。全要素
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生産性（前ページの図）はこの式で書けます。全要素生産性では水準の比較は難しい。水準ではデー
タ（例えば売上単位、千円、百万等）の使用単位によって異なった結果になってしまいます。従って
通常は水準ではなく伸び率で議論をします。インプットが複数の場合はインプット指数を作り比較し
ます。生産性の指数の場合には Tornqvist Index（トロンキスト指数）がよく用いられます。この指
数の良い所は単位に依存しない所です。この指数にすると使用単位による結果への影響が出ない、結
果各社との比較が出来るようになります。全要素生産性での比較では資本が考慮されるので労働生産
性とは異なった結果が出て正しい判断が出来ます。全要素生産性（TFP）は大事であるが一方で、そ
れを理解することが難しいので、この後の講義は労働生産性で議論を進めて行きたいと思います。
アウトプットとインプットの比率が生産性ですと話をしました。労働生産性が上がるパターンはこ
の 5 つに分類出来ます。1）のケースはインプット、労働者数は変わらないでアウトプットが増える
と労働生産性は上がる。2）Aggressive（積極的）、インプットも増えてアウトプットが増える、人も
増やしながらそれ以上に付加価値が増えたので生産性が上が
った。3）Efficient（効率的）、インプットが減りながらもア
ウトプットを増やす、人を節約しながらアウトプットを増や
していると言う意味で効率的な生産性の向上。4）インプッ
トは減らすがアウトプットは一定このケースも生産性は上が
ります。5）アウトプットは減っているがインプットをそれ
以上に減らしている、縮小している様なイメージ、インプッ
トの減少の方がアウトプットの減少より大きいので生産性が
あがるケースこれを Passive（消極的）と呼んでいます。
この 5 パターンで日本の産業の生産性がどの様に
動いているのかを説明します。成長会計（右の図）
です、図の左は製造業の成長会計です、青い線が
GDP 成長率です。80 年代 6.10%、90 年代 0.70%、
2000 年代 1.12%、この成長はどの分野の寄与で生ま
れたのか。80 年代製造業の成長率は高かったですが、
労働も増えており資本も増えていて、全部が寄与し
たイメージです。失われた 10 年、20 年の時代は人
がかなり減り続けています。資本の寄与も次第に少
なくなって製造業は TFP で持っている様なイメー
ジです。非製造業の場合は非常にレベルが低い。TFP は失われた 10 年の時はマイナスでした、製造
業と比べると TFP の寄与が小さいと言うのが現状です。

労働生産性水準の国際比較
次に、労働生産性の国際比較を行います。国際比較の際には使用するデータが重要となります。デ
ー タ は 内 閣 府 の 国 民 経 済 計 算 と EUKLEMS Sep 2017
Release 版を使いました。1 時間当たり付加価値額を比較し
ています。国同士の比較ですので為替レートも調整、アメリ
カを 100 とした場合、日本の水準はどうか、ヨーロッパの国
を 100 とした場合、日本の水準はどうかを、2015 年のデー
タで比較してます。
この図をスカイライン図と言います。横幅は各産業の経済
全体に占める付加価値のシェアです。例えば卸売・小売は幅
が大きいです。GDP に与えるインパクトが大きいと言う事で
す。不動産も大きいです。縦がアメリカを 100 とした時の日本の労働生産性水準です。一見して解る
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のは 100 を超えているのは化学産業だけです。一次金属、建
設でも 85、73 の水準です。青いのがサービス業ですが殆ど
が 50 に満たない様な水準になっています。特に卸売・小売
は 31.5、宿泊・飲食は 38.8、運輸・郵便も 47.7 でアメリカ
の 3 分の 1、或いは半分位の水準です。これが 2015 年の水
準のです。
2015 年と 97 年と比較すると、この 20 年弱の期間で日米
の生産性格差は全体として拡大している、専門・科学技術・
業務支援サービス、広告とか研究開発の対事業所サービスだ
けが 97 年（43.3）比べ 2015 年（54.4）は良くなっているが全体として下がっている。97 年から 2015
年迄時系列で見たグラフが（右の図）ですが、アメリカを 1
として、上の線が製造業です。製造業はリーマンショック時
に下がって又持ち直しているが 97 年のレベルにはまだ戻っ
ていない。下の線がサービス業でサービス業は横這いで推移
している。平均でアメリカの 5 割位です。製造業は 7 割位、
日米比較の結果です。
非製造業で言えば格差は拡大している。
アメリカとの対比でアメリカが非常に良くて格差が拡大し
ているのではないかと言う批判を受けたので他の先進国と比
較もしました。最初はドイツとの比較です。
ドイツとは産業構造が日本と類似していると言われます。
日本と同様に中小企業が多い。ドイツとの比較では 100 を超えている産業は多いです。例えば電子・
電気機械、情報通信機器、輸送用機械とかの機械系です。金融、化学も 100 を超えていますが、しか
しサービス産業は低いです。製造業はドイツとの比較ではアメリカよりは良い。一方で、卸売・小売
とか飲食・宿泊とかのサービス産業はドイツと比べても 3 分の 1 程度です。時系列で見て製造業はド
イツと比べ上がって来ているが、しかし平均値で 1 を下回っているのでドイツよりは未だ低い。第三
次産業は横這いで、ドイツを 100 とした時に製造業は 90 ぐらい、非製造業は 65 ぐらいです。
イギリスとの比較でもやはり非製造業が低いです。フランスと比べたら対事業所サービス業だけ違
いますがサービス産業は 3 割から 4 割ぐらいです。この数値は私が計算したものですが例えば通商白
書 2013 のデータを見ても、労働生産性水準はアメリカを 100 とした場合（2009 年データ）、ドイツ
（85.9）フランス（76.0）イギリス（67.4）日本（57.2）の順です。ヨーロッパと比較すると特に製
造業よりも非製造業が低いです。（ドイツ、イギリス、フランスとの対比データは掲載していません）

生産性に関する研究の紹介、生産性向上に向けて
生産性の 5 つに分類、Aggressive、Passive とかの分類でどう生産性が変動して来たかを見たいと
思います。横軸は労働時間の変化、インプットの変化です。縦
軸は付加価値の変化、アウトプットの変化です。97 年から 2015
年までの変化を見ています。インプットが増えてそれ以上にア
ウトプットが増えたら生産性が上がる Aggressive パターンは
類型 1 の積極的なパターンです。インプットが減ってアウトプ
ットが増えている効率的なパターンが類型 2 の効率的なパター
ンにあたります。インプットが減ってアウトプットも減ってい
るが、インプットの減りが大きく生産性が上がるパターンで類
型 3 の消極的なパターンもあります。45 度線の左側にいれば生
産性は上がる、右側にいれば 97 年に比べ生産性は下がっていると言う事です。
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これを各産業でプロットして見たのが（右の図）です。
45 度線よりも下側にいる産業があり、例えば飲食・宿泊サ
ービス業、食料品製造業とか運輸です。97 年と比べ生産性
が下がっている産業です。一方ぎりぎりのラインにいる産
業が卸売・小売です。消極パターンと言って付加価値も減
っているがインプットをさらに減らして生産性を何とか上
げている金融・保険業、農林水産業もあります。勢いがあ
るのが輸送用機械（自動車）、化学、対事業者サービス、イ
ンプットを増やしアウトプットも増えているから積極的に
生産性を伸ばした産業です。電子・PC・情報通信製造業系
はインプットを減らしながらアウトプットを増やしている
ので非常に効率的に生産性を上げているイメージです。
これは日本国内だけの動きですがアメリカと比べると
（右の図）殆ど 45 度線の下ですのでアメリカとの格差は
広がっている事が解ります。対事業所サービス産業以外は
アメリカと比べると負けてしまっている。しかし、サービ
ス産業の労働生産性が低いと言われるが、日本のサービス
はクオリティが高い。その点がデータに考慮されていない
と言う批判が多くあります。
日本の方が良いサービスを提供しているので生産性は低く出る。アメリカのスーパーは殆ど人が居
ない一方で、日本の場合は手厚く人を配置しているので生産性は低く出る。この場合、日本の方が良
いサービスを享受している。それを除いて比較する意味があるのかと言う様な批判を受けます。この
事を調整して見ようと言う事で、日米のサービスの質に関するアンケート調査の結果を使って補正を
試みました。日本人とアメリカ人に両国に３か月以上（米国人の場合は１か月以上）滞在経験のある
方でサービスを比較出来る人に聞いています。例えばタクシーのサービスで「日本と同じサービスを
アメリカで受けられるのであれば何割増しで支払っていいですか」10%、20%など、あるいは日本の
方が悪かったと思えば「何%ディスカウントしますか」と言う様な聞き方をしました。タクシーとか
レンタカーとか地下鉄等の対個人サービスに関してアンケートをとっ
たものです。
結果は上（赤）が日本人の回答で、下（青）がアメリカ人です。右
に出ている程日本のサービスが良いと言う事を示しています。タクシ
ーに関して日本人はアメリカで日本のタクシーサービスを受けられる
のであれば 2 割（19%）増しで払っても良いと思っている。アメリカ
人はそう思っていない。自動車整備ではアメリカ人は日本のサービス
は素晴らしいと思っていて 36%多く払っても良いと思っている。飛行
機、宅配便、コンビニ、郵便、病院、クリーニング、レンタカー等殆
ど日本の方のサービスが良いと思っていて平均すると 2 割増位払って
も良いと思っている。
大学教育はアメリカの方が良いと回答していて、アメリカ人は日本
の大学教育は 15%ぐらいディスカウントしても良いと言っている。サービスの重視するポイントがア
メリカ人と日本人は違い、アメリカ人も日本人も接客が丁寧とか正確で信頼出来るサービス提供は共
通して重要視する項目です。日本人はスピード、迅速なサービス、アメリカ人は設備、見栄えを大事
にする傾向がある、その違いがこの分析から解りました。例えば日本人は航空、ハンバーガーショッ
プ、ホテル、ファミリー向けレストラン等は価格が高いと感じ、アメリカ人は日本の価格は少し安い
と思っている。
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左の図は横軸が日米の価格差です、縦軸がクオリティの様
なもの、左上にあると言う事はアメリカよりもサービスは高
いがその分だけ価格が高くなっていない、割安にサービスが
提供されている事を示している。サービスは凄く良くお得感
があるのが日本のサービス業の特徴で、高いサービスを提供
してくれている割合には価格がアメリカに比べて安いと言う
産業が殆どでした。
良いサービスを提供しているのに何故、価格を上げられな
いのでしょうか。7 月 20 日掲載の阿部修人氏（一橋大学）
、
日経「経済教室」の記事からです。阿部先生は物価と企業行動について、膨大な POS データを使っ
て分析されている先生です。教科書的には需要と供給のバランスで価格は決まると教えています。し
かし実際は販売が不振であれば価格は下げずに販売を中止してしまう、需要が少ないから価格を下げ
て調整すると経済学は教えるが販売を止めてしまう。物凄く売れているものは価格を上げるのではな
く、その商品と若干変えた商品を販売したりする、評判悪化を気にして、なかなか定番商品の価格を
上げないのが日本の企業行動の特徴であると言っています。
日本のサービス産業のクオリティは高い、そのクオリティを加味して労働生産性を計算し直すとど
うなるでしょうか。日米の「サービスの質の調査（アンケート）」を使って付加価値を膨らまし計算し
ましたが結果は残念ながら、日本の医療・福祉は良いサービスが供給されており元々93.8 と高く調整
後は 114.1 とアメリカを超える水準にはなるのですが、他の産業は 1 割弱しか調整出来ず、100 を越
えるまでには、質を調整したとしても、勿論全ての質は調整出来てはいませんが、データを基にある
程度調整したとしてもアメリカの水準にまでは到底及ばない産業が多いです。
日本は 97 年から 2015 年の動きを見ると付加価値が減ってしまっていて相対的に労働生産性水準が
他の国と比べ下がっています。しかし他国との差があるのだから生産性を上げる余地はあると考えら
れる、ではどうしたら良いのか。キーワードは、規制緩和、国際化、IT 及び無形資産の活用です。
OECD が発表している規制 index と言うものがあります。OECD が用いる規制指標からは日本は規制
が強い国だと思われており日本は障壁がある、その規制を緩和する事によって生産性を上げる事が出
来ると OECD は指摘している。国際化については、ハーバード大学の Dale Jorgenson 教授は「日本
は国内市場に集中し過ぎている、国際化を進めるべき」と指摘している。最後に最も注目されてもの
だと思いますが IT 化、無形資産の蓄積を進める、それらの事で生産性を高める事が出来ると言う議
論です。
始めに規制緩和ですが、乾友彦氏（学習院大学）と中西泰夫
氏（専修大学）が規制指標と言うものを作りました。70 年、80
年、90 年、2002 年までの規制の指標で上に行くほど規制が強
い、図の左（白）が製造業、右（グレー）が非製造業です。製
造業の規制は元々低かった、一方非製造業の規制はレベルが高
いし横這いと言うのが現
状です。左の図は横軸が
規制指標の変化です、右
に行くほど規制が強くな
っています。縦軸は全要素生産性の伸び率です、右下がり、
規制が強化される所ほど生産性の成長率は低い、規制が弱く
なっている所ほど生産性の伸びが高いといった、相関関係が
あります。規制を緩和する、具体的に何を緩和するのかは検
討の余地があると思いますが、生産性と規制に関しては負の
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関係にある。
次に国際化については、海外で生産活動している企業は国内だけで行っている企業よりも生産性が
高い、生産性が高い企業が海外展開をすると言う逆の因果関係を考えても海外市場に参入する事は生
産性向上につながるのではないかと言うのが研究の流れです。国際化は生産性向上につながるとする
データは研究の示している所です。
生産性が低いと言われるサービス業はどのくらい輸出している
のかについてで、お示しするデータはサービス収支です。受取額
と支払額を見れば良いと思います。通商白書 2012 からのデータ
ですが、横軸が GDP に対するサービスの受取り率、縦軸がサー
ビスの支払い率です、日本は受取りも支払いも少ない 45 度線よ
り上にあると言う事はサービスの支払いの方が多いと言う事です。
日本人が海外のサービスを買っている方が売っている方より多い、
サービス収支は赤字と言う事です。サービスの国際化はイギリスとか韓国と比べても GDP 比で見る
と非常に少ない、生産性を上げる為には国際化が必要で、その国際化はモノの輸出入だけでなくサー
ビスの輸出入も必要である。中国、ドイツ、フランスに比べてもまだまだ少ない、どの様にして上げ
て行くのかも課題になる。
次は、IT についてです。生産性向上を考える際には IT 資産、無形資産、見える資本だけでなく見
えない資本が大事になって来ていて、経済学でも注目が集まっている。日本の IT 投資は他の国と比
べどの様になっているのか、下の図は全産業の IT 投資額に対してサービス産業の IT 投資額の割合の
推移です。付加価値に占めるサービス産業のシェアは高いが IT 投資額のシェアは低い、IT 投資額が
低い、その事は日本のサービス産業の生産性が低い理由の 1 つ
であるのではと予想が出来ます。
無形資産投資は研究開発投資とか IT のソフトウエア投資と
か人への投資を含んだものです。イギリス、アメリカは無形資
産への投資が建物、機械、工場などといった有形資産投資より
も多い、日本は有形資産投資の半分位しか投資をしていない、
日本よりも生産性が高いアメリカ、フランス、ドイツ、イギリ
スは何れも日本よりも積極的に無形資産投資を行っている。
1 人当たりの IT 投資額でも製造業は IT 投資を伸ばしている
が非製造業では伸びが少なく製造業との乖離が発生して来
ている。この右の図はサービス産業での IT 投資と人材育
成投資のグラフですが黒い線が人材投資です。バブル期を
ピークに急に下がって来ています。人材育成資は OFF-JT、
教育訓練費のデータです、それ自体非常に減っています。
企業からの大学への派遣等も入っており、この頃と比べて
企業派遣も実際に非常に減っているということを聞きます。
ソフトとかハードには投資しているが人に投資していない
ので、IT を上手く使えこなせていない可能性があります。
そこで、ICT 投資が効果を発現するには何が必要かを研究
しました。国際 IT 財団が行ったアンケートのデータを使って研究した結果、IT に投資するだけでは
なくそれを補う補完的投資、IT 人材を企業内で育てる、或いは中途で採用する、CIO（最高情報責任
者）等の専任セクションを作る、人材が社内で流動的に動ける事が ICT 投資を積極的に行う理由と正
の相関があります。効果を発現する為には補完的な資産が大事です。IT 人材向けの研修、CIO を設置
したり、IT 人材の積極的な採用を行うと効果は現れる、設備、パソコンだけでなく、それを補完する
人であったり組織を作る事が大事であると言う事です。
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IT を活用してのサービス改善、質の向上、規制の緩和、国際化の展開、特にサービスの輸出と言う
のも生産性拡大に寄与するのではないかと思います。企業の人と話をする機会が多いですが案外、生
産性の向上を目標にしていると言う割には生産性を測っていない、私達が測っている生産性ではなく、
売上÷人です。経済学で言う生産性を測るはインプットとアウトプットですから、共にどう動いてい
るかも見ないとならない、何が大事かと言うと可視化する言う事が大事です。IT によって可視化し易
い環境になって来ており、可視化へのコストは低くなっています。可視化する事によって何がどうな
っているかを把握する事から始めてはどうでしょうか。

日経 Smart Work プロジェクト
もう 1 つのテーマで、これは、私が今まさに取組んでいるテーマですが、最近「働き方改革」と良
く言われます。それを推し進めて行く為には裏付けが必要だと思います。
「働き方と生産性」はどの様
な関係にあるのかデータを使って見てみたいと言うのが今回やりたかった事です。
政策提言と良く言われるのですが裏付けがないと強い事が言えま
せん。右の図は横軸が規模、縦軸が労働生産性、これは卸売・小売
業です、同じ産業内で単位を 15（赤点線）で切って見ると非常にバ
ラつきが大きいことが分かります。同じ企業規模であっても生産性
が高い企業と低い企業がある、同じ企業規模グループの中にあって
何故この差があるのか。国際化をしているとか ICT が進んでいると
か無形資産を蓄積しているとかの理由はあるかもしれないが今回は
働き方に注目して見ようと言う事です。
働き方は今迄データで見る事が出来なかったのですが、日経 Smart Work プロジェクトでの調査、
調査項目が膨大な調査で回答頁が 30 頁ぐらいあるのですが企業からの回答を頂き、働き方に関する
包括的なデータを得る事が出来ました。日経 Smart Work プロジ
ェクトは「先進技術の導入やイノベーション、構造転換を通じた
働き方改革を企業の生産性向上につなげ、日本経済の成長を目指
すキャンペーン」で日本経済新聞が主体的にやっています。日本
経済研究センターのスマートワーク経営研究会がこのプロジェク
トの一部であって私はこの研究会に所属しています。生産性のキ
ーとなるモノを探すと言う事で研究会が立ち上がっています、座
長は鶴光太郎氏（慶應大学）で、労働経済学者の山本勲氏（慶應
大学）
、私もメンバーに入っています。
いろんな方に話を聞いたのですが、その中で特に面白かったのは日立製作所の矢野和男氏で最近「デ
ータの見えざる手」と言う本を書かれた、人工知能の研究をしていて「AI は人の能力をやすやすと超
えて行けます」と話をしていた。今回その手法を生産性に関する分析で使って見た。生産性を上げる
には様々な取組が必要です。イノベーション力を上げる、人を活用する力を上げる、市場を開拓する
力を上げる、これが循環する事で生産性とか企業パフォーマンスを上げて行こうする取組です。
沢山の調査項目があって、例えばダイバーシティを推進していますか、人に投資していますか、イ
ノベーション推進体制とはどう言うものですか、市場をどのぐ
らい持っていますかと言う等の質問を沢山しました。具体的に
は「人材活用に関連する公的表彰、認定について貴社グループ
の状況をお答え下さい」
、くるみん認定は、プラチナくるみん認
定は、健康経営優良法人認定は、
「正社員の多様な勤務体系を実
現する制度はありますか、ある場合は、制度の正社員利用人数
もお答えください」
、短時間勤務社員はいますか、その利用人数
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は、所定内労働時間限定社員はいますか、その利用人数はと言う細かい事も聞いています。いくら研
修に使っていますか、正社員の研修費用はいくらですかと言う事も聞いています。従業員教育で
OFF-JT と OJT の割合、企業の実際の労働時間等も聞いています。働き方改革と言われていて実際労
働時間どうなったかをみると、2014 年のデータで、平均 2014 時間、中央値だと 2007 時間でしたが、
2016 年は 1995 時間、20 時間位減っていることがわかりました。
その他の質問項目はあるのですが何故多くの企業が答えてくれたか、2017 年は 602 社からの回答
でした。回答頂いた企業を偏差値で評価していて、良い企業には表彰があり、ランキングを発表して
います。その事はリクルート面で良い効果を発揮すると思います。また、回答している企業は利益率
も高くて、そう言うバイアスもあります。
生産性と働き方で「生産性に関係があるものを探して来て下さい」と PC に命令を出します、生産
性に関係のある項目だけ取り出してもらうことができます。何が大事な項目か。出てきた項目は、社
外取の比率が高いと生産性が高い、女性の社外取の比率が高いと生産性が高い、CSR とか社会貢献活
動費の比率が高いと生産性が高い、健康経営優良法人に認定されていると生産性が高い、LGBT、多
様な働き方を許容している、育児休養取得者特に男性の非正社員の比率が高い、短時間勤務正社員の
比率が高いと生産性が高い、所定内労働時間限定正社員比率が高いと生産性が高い、労働時間が短い
ほど生産性が高い、短く働いても付加価値が減らなかった、休暇申請を事前に提出しない、年間の取
得計画を提出する必要がない企業の方が生産性が高い、フレキシブルに休めたりする企業の方が生産
性が高いと等の結果が得られました。イノベーション、海外と一緒にプロジェクトをやっている所、
一生懸命、研究開発をしている所、部長クラスで決済出来る研究開発費の上限が高いほど生産性が高
い、働きやすい、ガバナンスがしっかりしている、研究開発も積極的に行っている、無駄に長い時間
働かせてない企業は生産性が高いと言う結果も得られました。今後やりたい事は因果関係の識別です。
コンビネーション、何と何をやったら生産性を上げられるのか、健康経営を目指しつつ、組合せは 2
つに限りませんが何かと何かを推し進めて行く事で企業の生産性が上がる、これを探して行く事が今
の目標です。生産性を上げる事で労使ともにハッピーにならないといけない、労働時間が減り付加価
値が減ってしまうと分配と消費が減ります。生産性を上げながら「働き方改革」を進めて行く、それ
を実装して行く為に具体的な政策が必要ですがその為にはデータが必要で実業界の皆様にも今後とも
協力を頂きたいし私達も研究を続けて行かなければならないと思います。

【質疑応答】
Q:今の時代は第 4 次産業革命の時代に入っていると言われています、この時代日本は何に注力して行
かなければならないか、アメリカと中国の間にあって、アメリカとの生産性は大きな差がある、中国
は伸びてきている日本はどう対応して行けば良いのか？先生が日頃感じておられる事を伺いたい。
A:少子化で人口の増加には期待ができず、労働人口の減少もあります。どうやって行けば良いか、生
産性を上げなければならない、1 人当たりのパワーを上げて行かなければいけない、教育は非常に大
事だと思っています。大学、大学院での教育、社会に出てからの教育、生涯教育、リカレント教育と
も言われますが、1 人当たりのパワーを上げて行く事、生涯活躍出来る様、自分自身の為にも教育投
資をする事が大事だと思います。生産年齢は現状 65 歳で区切っていますが健康で活躍出来る環境を
作るべきだと思います。子供も増えた方が良いと思いますが現実的な路線ではないと思います、新し
いテクノロジーで補える所は補い、代替出来る事は代替して行くべきだと思います。国際化と関連す
る事ですが、輸出、直接投資も増やして行った方が良いと思います、M&A も更に進めるべきだと思
います、その為に企業体質、生産性の体質強化を図り輸出を増やす、直接投資も増やして行く事が大
事です。海外進出で国内産業が縮小するとの批判もありますが海外進出のメリットの方が大きいと思
います。
Q:質問は 1）各国との比較の資料でドイツを 100 とすると製造業は日本が 125.8 イギリスとの比較で
は 137.4 となっています。フランスとの比較では 83.8 となっていますが、フランスとの数字は若干違
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和感があるのですが、2）アメリカと日本を比較すると製造業が 53.8、サービス業は 41.3 となってい
ます。アメリカとの差その決定的な理由は何でしょうか、3）日本は 20 年程度デフレです、アメリカ
はその間 2%程度の成長、その点を考えると成長の差は拡大し大きくなっていると思います。デフレ
から脱却して生産性を上げるべきか又は生産性を上げてデフレから脱却するべきか先生のお考えは、
4）国際化が生産性を上げる要素と言われましたが低賃金地域への進出であれば見かけは生産性が上
がった様に見えます。海外進出は国内での職が奪われるとの議論もあります。民主党政権時代に企業
が海外に進出し若者の就職難が起き不景気になった時代もあります。本当に国際化は良いのでしょう
か？
A:1）フランスとの比較、個別の企業を頭に浮かべると納得が行きませんが製造業をデータで見ると
そうなっています、ランキングで言うとアメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、日本の順です。2）
1 つは資本を上手く使えてない事だと思います、特に非製造業です。もう 1 つは規模の差だと思いま
す、規模の問題があると思います、アメリカはサービス業でも超巨大な企業があり国際化も行ってい
る、日本は卸売・小売でもその様な企業がなくて規模が小さい、8～9 割は個人、零細企業なのが現状
で規模のメリットが働かない。3）今回の分析では物価の調整を行っています。そのため、デフレの
場合は実質の意味で付加価値が増えることになります。ただ、デフレから脱却することと、生産性を
向上させることは共に大事だと思います、
後先はありません、物価はどの状態が良いのか難しいです、
物価は適正な範囲で上がって行った方が良いと思います。データ上では実質化しています。4）海外
進出した後、撤退して行った地域の雇用がどうなるのかを研究しています、今迄その研究をして来な
かった、現段階はその地域の経済がどうなるかを予測をしている所です。大きな工場がなくなって地
域の雇用に影響は出ると思いますが、そのために雇用は流動化させるべきです、違う企業、産業に移
動出来るよう人的資本を高めて行くべきだと思います。
Q:日本のサービス産業はアメリカ、ヨーロッパに比べて生産性が低いとの説明を頂きましたが海外に
行ってスーパー等で働いている様子を見てみると働いている人員は確かに少ないですが日本と比較し
これで本当に生産性が高いと言う事を実感しません、1）日米のサービス産業の生産性調整は 2 割ぐ
らいと言われましたがもっと大きいのでは？2）日本のサービス産業は飽和状態になっているのでは
ないか？逆に言うとそれだけ厳しい過当競争の中で生き残りをかけてダンピングを行うとか、その事
よって生産性を下げてしまっているのでは？アメリカでは通信販売等も行われていますが、日本の生
産性が上がらない要因として飽和状態と言う事もあると思いますが先生のお考えをお伺いしたい。
A:1）クオリティの所ですがこれだけで調整出来ているとは思っていません、今回のデータは消費者
がどれだけサービスが良いかを測っているだけのデータです、卸売・小売は B to B の部分が沢山あ
ります、企業間の取引のクオリティも調整しなくてはならない、小売流通業での話ですが工場で生産
されたモノがどれだけ壊れないで小売店に並ぶかと言う指標がある様です、これは日本が圧倒的に高
い、丁寧に物を運んでいる、その様な事は今回の調査では反映していない、我々の見えない部分での
クオリティの差を調整したら差が埋まるかもしれない、今回は調査では B to C の部分しか考慮出来て
いません。2）事業者数が多い、確かに統計を見るとそうです、沢山の小規模の店舗があります、規
模が小さい、生産性が低いです、平均すると全体の生産性を下げている所はあると思います。スーパ
ー、コンビニが歩いて行ける所にあります、日米の比較で良く言われるのは日本ではスーパー、コン
ビニを冷蔵庫代わりに使っている買いだめする必要はない。
「幸せ度」で測った場合では日本は高い、
アメリカは店舗が遠い、買いだめが必要、大きなマーケットへ車で買いに行く、その違いがあって、
日本は数が多い、その為規模の経済が働かず生産性が低い、ご指摘の様にあると思います。何をアウ
トプットで測るかは非常に難しく我々の「幸せ度」も考慮すべきと言う議論も出て来ています、GDP
だけでなく「幸福度」を加えるべき、別の指標を考えるべきとの議論がこの生産性の中では出て来て
います。
Q:最近「働き方改革」が話題になっていますその議論の中で、先生の今日の講義の分析とか主張がど
の様に生かされているのか、またその様なチャンスはなかったのかをお伺いしたい。
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A:この研究を出したのはつい最近の事です、まだ見てくれていないでしょうし、また活かされてはい
ないと思います。
Q:規制緩和について必要性は良く言われますが、具体的な日本のサービス業での規制緩和についてど
の様な事を緩和したら良いか、アイデアをお持ちでしたらお伺いしたい。
A:飲食・宿泊業の人達に業界の規制について聞いたら彼らは飲食・宿泊業の規制は厳しくないとの事
でした、かなり業種によって違っていて通信系の規制は結構強いと聞きます、最近の話題で Uber（ウ
ーバー）がありますが、運輸サービス、タクシー等の規制緩和ではないかと思います。今思い浮かぶ
規制緩和は通信系、運輸サービスです。タクシー業界の規制は強くなったり弱くなったりの変遷はあ
りますが Uber を導入していないのは先進国で日本ぐらいだと思います。
Q:人口減少の中で日本の経済成長での現状の課題は何か？先生のお考えをお伺いしたい。
A:需要よりも供給の制約の方が大きいと思います、人口減少で労働力が低下し、それを補う機械に投
資して行ければ良いのですが、
そう簡単には行かないと思います、需要よりも供給制約の方が厳しい、
今後を考えると如何に供給力を上げて行くか、供給がボトルネックなると考えます、それを解決する
為にも生産性を上げなければならないと思います。
Q:日本の経済界は依然として高度成長時代の成功感覚を引きづっている様に思います、最近、話題に
なりましたが、若い IT 業界での成功者も出てきています、これからはその様な若い人達が積極的に
スピード感をもって活躍する様な社会にしなければならないと思います。
A:ご指摘の通りだと思います、今の学生は内向き志向が強い様に感じます、大学も依然として年功序
列です、システムから変えて行かなければと思います。
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