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第3章
産業構造と貧困削減の関係について：
先行研究のレビュー
井上 武
要旨：
一般的に、工業化やサービス化の進展により、その国の一人当たり所得は増加すると考
えられる。しかし、そうした変化は果たしてその国の、特に発展途上地域の貧困削減に
つながるのだろうか？もし GDP に占める非農業部門の割合が上昇することで、その国
の貧困者数や貧困者比率が減少・低下するなら、経済成長に伴う産業構造の変化から幅
広い階層が恩恵を受けることになる。しかし反対に、もし GDP に占める非農業部門の
割合が上昇することで、貧困者数や貧困者比率が変化しない、もしくは増加・上昇する
なら、貧困層は経済成長の恩恵を受けておらず、経済成長は包摂的ではないということ
になる。この点を踏まえて、本章では、経済成長とほぼ同義的に扱わる傾向にある産業
構造の変化が貧困削減に対してどのような影響を持っているかについて、主要な先行研
究のサーベイを行い、今後の研究の参考にする。
キーワード：
産業構造、貧困削減

１．はじめに
ある国の経済成長は一般的にその国の平均所得を増加させる効果を持つが、その国の
国内で異なる所得階層に対して比例的な便益をもたらすとは限らない。すなわち、経済
成長の結果、国全体として平均的な所得水準は増加したとしても、経済成長が所得の不
平等を伴うか否かによって貧困層に対する影響は異なる可能性がある。多くの発展途上
国の政府が直面する最大の課題は、経済成長を通じて国内の平均的な所得水準を高める
こととともに、所得の不平等縮小や貧困削減を実現することにある。このため、現在、
幾つかの発展途上国では「包摂的成長（inclusive growth）」が主要な政策目標として掲
げられている。そこでは様々な政策措置を通じて、経済成長の恩恵が都市部の大企業や
富裕層に偏るのではなく、農村地域や貧困層を含む国民全体に行き渡るよう政策的に対
応することで、不平等や貧困の解消を目指す経済成長の実現が図られている。
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先行研究は、経済成長と産業構造の変化が密接な関係を持つことを明らかにしている。
実際、先進国のみならず、現在、成長過程にある途上国においても生産額や就業者構成
の中心が第 1 次産業から第 2 次産業、そして第 3 次産業に移っていく傾向が見られる。
工業化やサービス産業化が進むことにより、それ以前に比べて一人当たり所得は増加す
るだろう。しかし、そうした変化は果たして本当にその国の、特に発展途上国・地域の
貧困削減につながるだろうか？もしある国の GDP に占める非農業部門の割合が上昇す
ることで、その国の貧困者数や貧困者比率が減少・低下するなら、経済成長に伴う産業
構造の変化から幅広い階層が恩恵を受けていることになる。しかしもし反対に GDP に
占める非農業部門の割合が上昇することで、貧困者数や貧困者比率が変化しない、もし
くは増加・上昇するなら、貧困層は経済成長の恩恵を受けておらず、経済成長は包摂的
ではないということになる。
このような点を踏まえて、本章では、経済成長とほぼ同義的に扱われる産業構造の変
化が貧困削減に対してどのような影響を持っているかについて、関連する主要な先行研
究のサーベイを行い、今後の研究の基礎とする。

2. 先行研究のレビュー：経済成長・金融発展・インフレ・経済開放と貧困削減
発展途上国・地域の貧困状況を緩和するために必要なことは何かについて、これまで
多くの研究が行われてきた。例えば、Li et al.（1998）や Dollar and Kraay（2002）は世
界各国のデータを用いた分析を行い、経済成長により貧困層はその所得割合に応じて便
益を受けていることを明らかにしている。これにより、所得格差は拡大せず、経済成長
は確かに全体の所得水準の向上のみならず、貧困削減にも貢献するという結論が導かれ
ている。
また、経済成長と双方向の密接な関係を持つ金融発展についても、複数の実証研究が
行われ、資金制約の緩和を通じて貧困削減に対して有益な効果を持つことが指摘されて
いる（例えば、Honohan（2004）、Jalilian and Kirkpatrick（2005）
、Beck et al.（2007）
、Jeanneney
and Kpodar（2008）
）。
さらに、経済成長とともに代表的なマクロ経済変数の一つである物価水準についても、
その変動が貧困層に及ぼす影響について研究が行われている。物価変動、特にインフレ
率の予期しない上昇は、これをヘッジする手段を持たず、また現金を保有する傾向が強
い貧困層に対して、より大きなマイナスの効果を及ぼすことが持想定されてきた。
Romer and Romer（1998）
、Easterly and Fischer（2001）
、Holden and Prokopenko（2001）
は、計量分析を通じて、高く予期されない物価水準が貧困層に対して大きなマイナスの
影響を与えることを明らかにしている。
最後に、経済グローバリゼーションの一環として進展する、貿易や投資の自由化が途
上国の貧困層にどのような影響を持つかについても多くの分析が行われてきた。但し、
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前述の一連の研究とは異なり、経済開放の貧困層に対する影響については、経済開放が
貧困削減に貢献するという肯定的な見解（例えば、Dollar and Kraay（2004）
、Harrison and
McMillian（2007）
）がある一方、経済開放は貧困削減に貢献しないという否定的な見解
（Wade（2004）、Milanovic（2005）、Topalova（2005）
、Davis and Mishra（2007））もあ
り、必ずしもコンセンサスは形成されていない。

3. 先行研究のレビュー：産業構造と貧困削減
前節では貧困削減には様々な要因が関係していることを見たが、本節では経済の産業
構造と貧困削減の関係について、関連する先行研究のレビューを行う。初めに、1 つの
国に焦点を当てた研究について取り上げ、次に、複数国を対象とした研究について概観
する。
1 つの国を取り上げた主要な先行研究としては、Ravallion and Datt（1996）、Montalvo
and Ravallion（2009）
、Aggarwal and Kumar（2012）などがある 1。
Ravallion and Datt（1996）は、インドにおける 1951 年から 1991 年までのデータを用
いて、①農村部の消費拡大は農村部と都市部の貧困を減少させたが、都市部の消費増加
は農村部の貧困減少にはつながらなかったこと、そして②第 1 次産業（農業）と第 3 次
産業（サービス業）の生産増加は農村部と都市部の貧困を減少させたが、第 2 次産業（製
造業）の生産増加は農村部と都市部の双方で貧困を減少させなかったことを明らかにし
ている 2。
Aggarwal and Kumar（2012）もインドについて貧困率を一人当たり所得、GDP に占め
る各産業構成、政府移転支出、インフレ率で説明するモデルを推定している。推定の結
果、第 2 次産業、特に製造業の拡大は大きな貧困削減効果を持つ可能性があり、この効
果は農村部でより顕著となっていることを指摘している。この結果に基づき、彼らは貧
困問題を解決するために再配分政策とともに、第 2 次産業の拡大による雇用創出が経済
成長のための重要な鍵になると述べている。
Montalvo and Ravallion（2009）は、中国の省レベルのデータを用いて産業構造の貧困
削減に対する効果を計量的に検証している。分析の結果、彼らは、中国では①第 2 次産
業や第 3 次産業ではなく、第 1 次産業が貧困削減の顕著な成功を牽引したこと、そして
②産業部門間の成長プロセスの不均一性は貧困削減のペースを大きく低下させること
を明らかにしている 3。
一方、複数国を対象とした研究としては、Irz et al.（2001）
、Warr（2003）
、UNIDO and
1

その他に、特にインドに関する研究として、Ravallion（2000）や Josh（2004）がある。
Ravallion and Datt（2002）はインドの州別データを用いて、Ravallion and Datt（1996）と類
似の結果を導出している。
3
Ravallion and Chen（2007）は、中国の国全体のデータを用いた分析に基づき、Montalvo and
Ravallion（2009）と類似の結果を指摘している。
2
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UNU-MERIT（2012）がある。
Irz et al.（2001）は、クロスカントリーデータを用いて、1 日 1 ドルの国際貧困線で測
った貧困率を被説明変数、そして農業生産性を説明変数とするモデルを推定した。計量
分析の結果、農業生産性が貧困の重要な決定要因であり、農業生産の 3 分の 1 の拡大は
貧困層を 4 分の 1 以上減少させる効果を持つなど、多くの人々を貧困状況から抜け出さ
せる可能性があることを明らかにしている。
Warr（2003）は、1950 年代末から 1990 年代にかけての台湾、タイ、インドネシア、
マレーシア、フィリピン、インドの 6 ヶ国を対象に、貧困率の経済的な決定要因を計量
的に分析している。その結果、農業とサービス業の成長はすべての国に共通して貧困削
減に貢献しているが、工業成長の貧困に対する効果については各国間で相違がみられる
ことを示している。すなわち、台湾では工業成長は貧困削減と相関するが、インドでは
貧困拡大と相関し、東南アジアでは貧困に対して中立的となっている。Warr（2003）は、
このような工業成長の貧困削減効果は各国が採用した貿易政策の相違が大きく影響し
ていると指摘している。
最後に、UNIDO and UNU-MERIT（2012）は、BRICS5 ヶ国における事例を概観し、各
国間で程度は大きく異なるものの、産業構造の変化、とりわけ製造業の拡大は経済成長や
貧困削減を実現する上で重要役割を果たしていることを示している。

4. 本章のまとめ
貧困削減につながる経済成長を考える上で、どの産業が最も貢献するかを検証するこ
とは途上国政府にとって非常に重要な課題である。前節で概観したように、産業構造の
変化が貧困に与える影響については、同じ国を対象とした分析でも見解が分かれており
（例えば、Ravallion and Datt（1996, 2002）と Aggarwal and Kumar（2012））
、一致した見
解が形成されているとはいえない。また、Irz et al.（2001）
、Warr（2003）
、UNIDO and
UNU-MERIT（2012）のように複数国を対象とした分析も行われてはいるが、途上国全
体をカバーする研究はまだ十分行われておらず、さらに、どのような経路を通じて産業
構造の変化が貧困削減に結びつくのかについて必ずしも明確にされていない。
依然として多くの国が貧困問題に直面する中、貧困層も裨益する包摂的な経済成長の
あり方を考える上で、産業構造の変化は各国政府が長期的にどのような成長戦略を取る
べきかを示す指針の一つになるだろう。本章で概観した先行研究の研究成果とその問題
点を踏まえて、次年度以降、産業構造と貧困の問題について研究を深めたいと考えてい
る。
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