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序説と要約

本書の目的は，どのように世界のある部分が豊かになり他の部分が立ち遅れ

てきたのか，それはなぜかを説明する諸要因を確認することにある．

これは私のこれまでの著作に連なる研究である．Monitoring the World 

Economy, 1820-1992（1995）（金森久雄監訳，（財）政治経済研究所訳『世界経済の成

長史 1820～1992 年』東洋経済新報社，2000 年）は，60 年前とは比較にならないほ

ど証拠資料が豊富な資本主義時代の実績を取り扱っていた．空隙部分を埋めた

り現存の推定値を再検証することはなお必要であるが，この時期の発展の大ま

かな輪郭をたどることはそうむずかしい仕事ではなかった．The World Econ-

omy: A Millennial Perspective（2001）（金森久雄監訳，（財）政治経済研究所訳『経済

統計で見る 世界経済 2000 年史』柏書房，2004 年）と The World Economy: Histori-

cal Statistics（2003）とは，はるかに長く紀元 1 世紀までさかのぼる期間を展望

したものであった．ここでは成長は，はるかにゆっくりしたものであり，所得

の国別相違は小さく，数量的証拠資料は貧弱で入手困難であって，手がかり程

度のものや推測にたよることが多かった．それにまた，これら初期の数世紀の

発展の輪郭については，経済史家たちに著しい見解の相違がある．しかしなが

ら，紀元 1500 年までさかのぼる西ヨーロッパとアジア主要諸国の経済進歩と

人口変化との測定については，最近の研究が著しく進み，また紀元 1 世紀のロ

ーマ帝国については試験的な推計をおこなうに足りる証拠資料がある．

世界経済の主要部分における変化のペースとパターンとの違いは過去に深い

根をもっているから，遠い昔の地平について精査することは，有意義で有用か

つ必要な仕事である．また未来に目を向けることも，西の諸国とアジアの諸国

との経済の相対的重要性がどう変化するかを見るために役にたつ．それゆえ私

は 2030 年にいたる世界経済とその主要な構成部分について予測をおこなった．

数量化は質的分析では曖昧さを残していた諸問題をはっきりさせる．数量化

は論争の対象にしやすいし実際に論争は起こるだろう．数量化は学問的議論を
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先鋭化し，対立する仮説を呼び起こし，研究過程の原動力に貢献する．数量化

がそのような役割を果たすことができるのは次のような場合だけである．すな

わち，数量的証拠資料の出所および推計と代用手続きとの性質が透明な形で記

述されていて，異議をもつ読者が証拠資料の一部を追加したり削除したり，ま

たは代替仮説を導入できるようになっている場合だけである．マクロ経済数量

化は新しいことではない．第 5 章で示すようにそれは 17 世紀に始まった．そ

れは政策分析の主要な道具となった 1950 年代までは流行らなかった．私は本

書でそれを歴史分析の道具として復活させようと努めた．

数量化は重要であるとはいえ，賢明な人なら誰でも，それがすべてを語り得

ると主張しはしないであろう．数量化可能な根拠の先にあるより深い層に立ち

入った探索が必要である．これは複雑な仕事である．というのは，そこには

個々のインパクトを特定し難い，相互作用する多くの要因があるからである．

諸国は大きく異なる諸制度，諸伝統，諸政策を持ち，それが原子的な市場諸要

因の作用に強力な影響をあたえる．だから因果関係の直接的でより深い層に関

する証拠資料の混合体を用いる必要がある．

本書は 3 部からなる．第 I 部の内容は世界経済の異なった諸部分の長期的実

績の分析である．第 II 部は 17 世紀以後のマクロ経済計測技術の発展を分析す

る．第 III 部の内容は 2030 年までの世界経済成長の予測であり，地球温暖化

があたえるインパクトの検討である．

世界経済発展の輪郭

第 1 章は，ローマがイタリア半島でヘゲモニーを確立し，4 世紀までに 330

万 km2 で世界人口の 5 分の 1 を擁する帝国をつくった過程を詳論している．

ローマ帝国は西ヨーロッパ人口の 84%，東ヨーロッパ人口のほとんど半分，

地中海に面するアフリカ人口の半分以上と西アジア諸国人口のすべてとを含ん

でいた．ローマ帝国は当時，世界経済のなかで最も豊かな地域であった．ロー

マの人口に関するベロッホ（Beloch），ブラント（Brunt），フライヤー（Frier）の著

作にもとづき，全体としての帝国の所得に関するゴールドスミス（Goldsmith）の

分析を拡張して，私は帝国の社会構造，都市化の度合い，奴隷制の影響範囲，
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所得の階層性，帝国内の個々の領域の平均所得水準などについて新しい推計を

おこなった．イタリア半島とその少数の独裁的支配者たちとが主な受益者であ

ったことは明らかである．ローマ化は東部の諸領域には得るところがほとんど

なかったが，西ヨーロッパと北アフリカの所得水準を引き上げた．これらの領

域は都市生活の便益を味わいはじめ，西アジア古代文明の技術を吸収し，貿易

と特化との新しい機会を得てうるおった．パックス・ロマーナは安全保障をつ

くりだした．法制度が財産権を保護した．道路，橋梁，港湾が輸送コストを軽

減した．海賊の除去，共通通貨の創造，共通語の広がりが市場規模を大きく拡

大した．

5 世紀のはじめにローマ帝国の西側部分は破綻し，蛮族（バーバリアン）に再占

領された．都市文明は色あせ，中央の統制は破綻し，生活水準は下がった．東

帝国は存続したが，7 世紀には西アジアのほとんど，エジプト，北アフリカは

イスラム世界に組み込まれた．

第 2 章は，西ヨーロッパの復興とアメリカの転形との基礎となった駆動力を

検討している．1500～1820 年の重商主義の時代に，ヨーロッパは科学，航海

技術，商業組織，諸制度で，他の地域には比肩するものがない進歩をなしとげ

た．ヨーロッパとの接触はアメリカを転形させ，そこでは生態系と技術との移

転で生産能力は増大した．原地人口の 3 分の 2 がヨーロッパとアフリカから持

ちこまれた疫病で死滅した．ヨーロッパからの移民とアフリカから送られた奴

隷がそれにとって代わった．

イベリア半島諸国，英国，フランス，オランダの植民者がつくったラテンア

メリカ，カリブ海の奴隷経済，北アメリカでは，その政治社会構造に大きな違

いがあった．その違いが植民地時代の経済実績に強い影響を及ぼし，それ以後

の発展にも強い残響をもたらした．1500 年から 1820 年の間にアメリカの人口

1 人当たり所得は，他の世界経済地域の所得よりも急速に向上し，北アメリカ

は西ヨーロッパの所得水準に追いついた．1820 年までにアメリカの多くの部

分は政治的に独立し，ヨーロッパは別の地域に植民事業を求めなければならな

かった．

第 3 章は 1500 年以後のヨーロッパとアジアとの相互作用を分析している．

同章はヨーロッパの 3 つの主要植民地所有国であるポルトガル，オランダ，英
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国が，アジアの 4 つの最大の国々にあたえたインパクトに集中している．中国，

インド，インドネシア，日本は 1500 年にはアジア人口と GDP の 84%，1820

年にはその 90%，2003 年には人口の 56%，GDP の 72% を占めていた．同章

は，それら諸国の社会構造，制度，知的水準の相違が，西側諸国の挑戦に対す

る異なった反応にどのように影響したかを分析している．同章は，日本がなぜ

他の 3 つの国と違ったのか，なぜ西側に追いついたのか，なぜそのダイナミズ

ムが薄れてしまったのかを説明している．同章は，現在インドと中国とで始ま

ってきている非常に急速な成長の過程を検討し，次の四半世紀の展望を査定し

ている．1500 年にはアジアは世界 GDP の 65% を生産していたが，1820 年に

は 59% であった．1950 年までにそのシェアは 19% に低下した．2030 年まで

にはそれは西の世界を越えて 53% に達しそうである．

第 4 章は過去 2000 年にわたるアフリカの発展を検討している．1 世紀から 7

世紀まで北アフリカはローマ帝国のなかの豊かな部分だった．その政治社会構

造はイスラムの征服によって完全に作りかえられた．ヨーロッパの大部分との

結びつきは，イスラムスペインを除き断ち切られた．西アジアとのつながりは

強まったが，他のイスラム世界との間には重大な衝突があった．北アフリカの

人口は紀元 1 年から 1820 年までの間に 4 分の 1 増加し，そして 1 人当たり所

得は減少した．北アフリカのペストは，6 世紀から 19 世紀にいたる間に風土

病のようになってしまった．ペストはサハラ砂漠を越えることはなかったよう

で，サハラ以南では同じ期間に人口は 8 倍に増加した．

アラブによる征服まではブラックアフリカとの接触はほとんどなく，アラブ

の征服以後，らくだによる輸送がサハラを越える貿易の道を開き，金と奴隷を

北に運ぶ流れが開始された．サハラの南では狩猟・採取から農耕生産様式への

漸次的移行がおこっていた．土壌は貧弱で移動農耕がおこなわれており，土地

は最初の収穫後 10 年かそれ以上，休閑地のままだったが，アメリカの植物（キ

ャッサバ，とうもろこし，さつまいも）の導入による生態系の増強があった．これ

によって居住密度が高まり，かなりの人口成長がもたらされたが，1 人当たり

所得にはほとんど影響がなかった．イスラム世界と接触するまでは非識字が普

遍的で，書き言葉もなかった（エチオピアでは別）．これが世代間とアフリカ人社

会集団間での知識の伝承を困難にした．イスラム世界との接触は目に見える利
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点をもたらした．商人としてやってきたアラブ人は書き言葉と布教意欲とをも

っていた．彼らのなかにはイスラム知識層の教養あるメンバーがいて，財産制

度，法律，統治技法の知識，さらにサハラ越えの商取引を促進することができ

た．

ヨーロッパ人のアフリカとの接触は 15 世紀にポルトガル人によって再開さ

れたが，それは地中海沿岸の貿易拠点に限られていた．主な商取引は奴隷貿易

であった．1500 年から 1900 年の間に 1100 万人のアフリカ人がアメリカに送

られた．アフリカの疫病による死亡率が高かったので，ヨーロッパ人の移民の

規模は小さかった．1820 年にヨーロッパ人は 3 万 5000 人（ケープに 3 万人，そ

のほかに 5000 人弱），これに対してアメリカには 1300 万人だった．

大西洋越えの奴隷貿易が終わると，ヨーロッパ人の熱帯アフリカへの関心は

弱まった．この関心が復活したのは，医療技術の向上でヨーロッパ人の死亡率

が低下してからであり，また恐れを知らぬ探検家たちがもたらした知見により，

アフリカには鉱物資源とプランテーション向き作物の供給力があることを知っ

たからである．蒸気船，鉄道，電信によって，沿岸地域を越えて内陸に入り込

むことができるようになった．1880 年代にヨーロッパ列強は植民地を求めて

殺到し始めた．ヨーロッパ人の火力を長期にわたって撃退しようとする原住民

族はおらず（エチオピアを除く），またヨーロッパ列強同士の対決も重大な衝突に

いたらずに収まった．ヨーロッパ諸国の植民地が 57 カ所つくられた．植民地

化の影響はアルジェリア，エジプト，ガーナ，南アフリカについて詳しく検討

されている．

1820 年から 1980 年の間にアフリカの 1 人当たり所得は 3.7 倍以上に増加し

た．植民地制は一定の活力を生み出したが，ブラックアフリカと白人植民地国

との経済実績の相違は大きく，白人植民地国の 1 人当たり平均所得は同期間に

4 倍近く増えた．1950 年代までにヨーロッパ諸国起源の人口は 600 万人（マグ

レブ 170 万人，南アフリカ 350 万人，その他約 80 万人）に増えた．約 50 万人のイン

ド起源の人口が東部と南部アフリカにいた．

ヨーロッパ人の植民地は 1963 年までに事実上すべて放棄された．白人植民

者の利害がジンバブエ，ナミビアの移行を妨げ，南アフリカでは原住民は

1994 年まで政治的権利を得られなかった．独立は厳しい課題をもたらした．
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エジプト，モロッコ，エチオピアを除き，国民国家として機能していた国はほ

とんどなかった．大部分の国は多民族国家であり，政治指導部は国民的連帯を

ゼロから作り出さなければならなかった．教育とか行政経験を持つ人々はきわ

めて少なかった．新しい政治的エリートたちは一党制国家を作るとか，武装闘

争にまきこまれる場合が多かった．冷戦下の競争のため，援助供与者側はやか

ましいことは言わずに援助を供与した．その結果，アフリカは巨額の対外債務

を背負い込んだが，開発利益は貧弱なものだった．アフリカは世界で最も貧し

い地域である．教育と保健の水準は低く，15 歳以下の人口は西ヨーロッパ

16% に対して 40% である．2005 年に平均寿命は 51 歳であり，年間の人口増

加率は 2.2% と，西ヨーロッパの 9 倍の速さである．1980 年から 2003 年まで

に 1 人当たり所得はアフリカでは停滞したが，一方世界のそれ以外の地域では

50% 上昇した．外国からの援助は大きく増加しており，最近も増加が約束さ

れているにもかかわらず，アフリカ人の所得の目立った増加の見通しは，世界

の他の地域にくらべれば寒々としたものにとどまっている．

マクロ計測の歴史

第 5 章はマクロ経済計測と歴史人口学の起源を分析している．精巧な技法は

最初 17 世紀に開発された．先駆者はウィリアム・ペティ（1623～87），ジョン・

グラント（1620～74），グレゴリー・キング（1648～1712）だった．

1665 年にペティは所得，消費，土地ストック，その他の物的資産，および

人的資本の最初の推計を，イングランドとウェールズとの全経済について一組

の統合勘定のかたちで示した．彼の勘定は見事に独創的であった．これらの勘

定は戦時の財政政策の有効な実施と資源動員とのための数量的枠組みを提供し

た．それは 300 年後にエドワード・デニソンが発展させた成長計算の前触れと

なる技法であった．

グラントは最初の本物の人口学者だった．彼は 1603 年から 1662 年の過去帳

にある洗礼と埋葬の記録を加工し分析して，ロンドンの死亡統計，生存表，人

口を導き出した．彼の業績に刺激されてハレー（Halley�1693）は生命表の最初の

厳密な数学的分析を公表し，それは生命保険計算の一つの土台となった．長い
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空白の後，歴史人口学は最近半世紀に新たな活力を取り戻し，特に産出額の証

拠資料が貧弱な遠く離れた時期の 1 人当たり所得を明らかにするための重要な

手がかりを与えている．

グレゴリー・キングはペティとグラントの仕事を土台にした．彼はイングラ

ンドとウェールズの所得と支出のはるかに正確で首尾一貫した推計をつくりだ

した．彼は炉税と人頭税，新たに導入された出産・結婚・埋葬税，それに彼自

身がおこなった二，三の都市でのミニ・センサスから得られた情報を利用して，

人口推計値を改善することができた．彼は主な地域別の世界人口を推計した．

彼は英国，フランス，オランダの経済実績を数量化し比較し，また 1689 年か

ら 1697 年まで大多数の西ヨーロッパ諸国が参加したアウグスブルク同盟戦争

でのこれら諸国の財政能力を数量化し比較した．彼の所得計算は貴族から浮浪

者にいたる 26 タイプの家計所得を示して社会階層をドラマチックに描写した．

彼の 1688 年当時の社会パノラマの数値的描写に先立つものはなかった．彼の

最も価値ある貢献は，1688 年の支出を 43 のカテゴリーに細分化して，GDP

を推定する詳細な証拠資料を示したところにあった．これはローマ世界から近

代国民経済計算にいたる貴重な時代間連結を準備するものである．

第 6 章は現代の経済史家が利用できるマクロ計測の手段を記述している．統

計官たちは今では，1950 年にさかのぼり世界産出額の 99% 以上を代表する

163 の国々の年間産出額成長の標準化された数値を作ってきている．数量経済

史家たちは，そうした推計を世界経済の 4 分の 3 以上について 1820 年までさ

かのぼらせてきている．こうした時をまたぐ経済成長計測は時間的な価格変化

のインパクトを除くために訂正される．

国別比較と複数国集計のためには価格水準の国別相違による修正も必要であ

る．これは為替レートでは適切に反映されない．各国通貨の信頼できる購買力

平価換算率は，今では世界産出額の 99% を占める国々について，1990 年基準

の数値が入手可能である．現在得られる経済成長の時系列を GDP 水準の国別

推計値と合体することにより，首尾一貫した一組の時空間比較をつくることが

できる．

急速な技術変化と構造転換，1 人当たり所得の向上が普通になった 1820 年

にさかのぼる資本主義時代については，数量経済史家たちは成長の計測とその
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原因解釈に大きな進歩をとげてきた．1500～1820 年の「重商主義」時代の真

剣な数量的研究は，最近まで次の 3 つの理由から軽視された．（i）成長が 1820

年以後よりはるかにおそかったこと，（ii）証拠資料が乏しく手がかりや推測に

たよる場合が多かったこと，（iii）多くの人々が（マルサスの影響のもとに）この時

代は大災害によって中断された停滞の時代だったと考えていたし今でも考えて

いること．アダム・スミスのように私は，この時代に起こったことにずっと肯

定的な意見をもっている．私は 1500～1820 年の実績推計の由来と，実質賃金

論者の悲観論に私が同意しない理由とを説明している．

現代経済成長をマンチェスターの「産業革命」に帰着させ，それに先立つ数

世紀はマルサス的停滞の世紀であったと考える学派がある．このような話は

1884 年にアーノルド・トインビーによって最初に広められ，そしてたとえば

ロストウ（Rostow�1960）の「テイクオフ」やモキア（Mokyr�2002）の技術史にその

反響が続いている．ノードハウス（Nordhaus�1997）とデロング（DeLong�1998）は，

1800 年以後の進歩を大幅に過大評価し，それ以前は人々が穴居生活者並の生

活をしていたと信じているかのようなおとぎ話のシナリオをつくりあげた．こ

うした意見は根本的に間違っているので，私は現代経済成長のルーツが，重商

主義時代の長期にわたる見習い修業期間に達成された進歩にあると信ずるに足

る証拠資料を示している．

来るべき事態の姿

第 7 章は 2003 年から 2030 年の間の経済成長の見通しと世界経済構造がどの

ように変わるかを分析している．人口増のいくらかの低下と 1 人当たり所得の

成長の加速をともないながら，1973 年から 2003 年の間よりも速い前進がある

と私は考えている．1 人当たり所得は 80% 増加し，増加年率は 2.22% になる

と予測される．これは 1950 年から 73 年の黄金時代を除けば世界史のどの時代

よりも相当大きい速度である．私は最もダイナミックな経済実績がアジア諸国，

とくに中国とインドに生じ，世界 GDP 中のアジアのシェアは 53% に上昇し，

西ヨーロッパと米国およびその他のウェスタン・オフシューツ〔米国，カナダ，

オーストラリア，ニュージーランドの 4 カ国〕のシェアは 33% に低下すると予期し
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ている．アジア人の平均所得水準はそれでもなお西ヨーロッパの水準の 3 分の

1 にしかならないであろうから，2003 年から 30 年の間の世界経済構造の変化

がその後も同方向で進むと予期するのが合理的であろう．

この種の経済力の変化の政治への反響は避けられず，国連安全保障理事会や

G8 サミットのようなグループは時代遅れとなるだろう．この変化はまた米国

が覇権的役割を演じる力を削減するだろう．こうした秩序と覇気との変化は，

大国間の平和共存の維持，核兵器の規模と拡散の削減，さまざまな種類の宗教

的原理主義の拡大の緩和のために必然であろう．これらの分野での大きな失敗

は，私の比較的慎重な経済予測を妄想に似たものにしてしまうだろう．これら

の政治問題は私の数量的性質の分析には反映できないので，そのかわりに今日

広く地球規模の経済実績に対する脅威とみられている地球温暖化問題に私は専

心した．ここでは私の分析タイプが客観的見通しを引き出すのに役にたつと考

える．私は 1820 年以来の世界経済成長とエネルギー需要の相互作用，および

21 世紀の展望とを検討し，この問題についての国際エネルギー機関，気候変

動に関する政府間パネル，英国上院委員会，気候変動の経済学に関するスター

ン報告等諸文書の批判的評価をおこなった．
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本書の翻訳は，これまでにアンガス・マディソンの著作 2 冊を手がけてきた

政治経済研究所の訳者チームの産物である1）．マディソン最後の著書となった

本書の解説は，そのチームを統括していた小谷崇氏によって書かれるはずで�

あった．しかし，小谷氏は訳稿完成まであと一歩のところまできた昨 2014 年�

1 月に逝去，本書の出版を見届けることも，永年の努力を訳者あとがきの執筆

によって締めくくっていただくこともかなわなかった．本当に残念である．

そこで出版社より，たまたま著者マディソン教授とも小谷氏とも親交のあっ

た私にお鉢が回ってきたのであるが，本書の内容については著者自身による要

約が「序説と要約」にあり，マディソン教授の仕事とその斬新さについては，

政治経済研究所訳のあとがきで的確な解説がなされている2）．そこでここでは，

やや異なった角度から著者の略歴と学問とを紹介して，責めを塞ぐこととした

い3）．

アンガス・マディソンは，通常のものさしでは測りにくい経歴と研究歴の持

主であった．1926 年，イングランド北部ニューカスル・アポン・タインで鉄

道会社に勤める整備工の子として生れ，パリの病院で生涯をとじた．ケンブリ

ッジ大学を卒業後，一時北米の大学に留学したが，スコットランドのセント・

アンドリュース大学に職を得て経済史を教えた．しかし，1 年後には oecd

の前身 oeec へ移り，約 20 年をそこで過ごした．その間，途上国を含む多く

の国を回り，日本も訪れている．その後オランダのフローニンゲン大学教授と

なったが，永く住みなれたパリ北郊の自宅を離れることなく，そこからフロー

ニンゲンまで通っていたという．

研究者としてのマディソンを一言でいえば経済史家ということになろうが，

それも通常の経済史家とはずいぶん異なった意味においてである．ケンブリッ

ジに入学したときは歴史学専攻，すぐに経済学へ移ったが，当時全盛期を迎え

解説にかえて
斎 藤 修



488�

ようとしていたケンブリッジ学派の理論家とは距離をおき，生涯「数字好き」

「統計の虫」を自認する経済学者，経済史家であった．この「数字好き」ある

いは「統計の虫」という言葉は，彼の自伝的エッセイにある著者自身の造語

chiffrephile を意訳したものである4）．chiffre はフランス語で数字なので，そ

の造語が意味するところは，数字を集め，統計をつくり，それによって過去を

記述すること，別な表現をすれば歴史的国民経済計算（historical�national�ac-

counts）に熱中した男ということであろう．彼が生涯追求した研究領域に必要

な資質を端的に示した造語といえる．

この自伝的エッセイは 1994 年，67 歳のときに書かれた．当然のことながら

2001 年に原著が出版された『世界経済 2000 年史』とその後に執筆された本書

のための研究，つまり近代以前にかんする仕事の話はあまりなく，oecd 時

代にもっとも多くの紙幅があてられているけれども，子ども時代について記し

た最初の 7～8 頁は実に興味深い．彼の追悼文記者の多くがこのエッセイに言

及しているように，筆者も彼からそのコピーをもらって読んだときのことをい

までも忘れることができない．以下，そのなかから 2 つほど紹介しよう．

その一つは大恐慌の影響である．彼は 1926 年 12 月の生まれなので，1929

年に恐慌が勃発したときは 3 歳の誕生日直前であった．その工業都市ニューカ

スルへ与えた影響は甚大で，物心がつき始めたころまで高失業率の時代が続い

た．幸い父親は職を失わなかったけれども，親戚や近所のひとには何人もの失

業者がいたという．このころのことを鮮明に覚えていたのは，毎週，祖母に会

うために父親に連れられて対岸の街ゲイツヘッドを訪れていたからであった．

そこはニューカスルよりも失業者がさらに多く，「30 年後にカルカッタを訪れ

るまで，あれほど不景気で意気消沈させるところをみたことがなかった」とい

う．

のちに私が彼から直接聞いた表現を援用していえば，「資本主義に未来はな

いと思った」ということであろう．もちろんそれはもう少し大きくなってから

の解釈であろうが，その後ケンブリッジに進学したとき，著名なマルクス主義

者モーリス・ドッブを指導教官に選んだのはこのことと無関係ではないかもし

れない．もっとも，この指導教官は「分別ある不可知論者の神父のようなふる

まいをし，もちろん自分の意見を押しつけようとはしなかった」という．「長
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期の資本主義的発展に関心をもっていた唯一まともなケンブリッジ経済学者」，

「ケンブリッジ主流派の論争にはそれほど関心をもっていなかったが，歴史と

経済学に幅広い関心と国際的視野とを有していた」という彼のドッブ評は，指

導教官の名前を借りて彼自身の学問的スタンスを表現しようとしたともいえる

ように思う．

もう一つは彼の中学校時代における知的経験である．父親が協同組合主催の

成人教育である土曜学校の活動に熱心だったらしく，12 歳のときから一緒に

月 1 回の講演会に通ったという．講演のテーマは英国の政治経済や国際問題だ

った．これがマディソンの人生を変えたのである．

中学 3 年のとき，その年（1940 年）の 2 月に出版されたばかりのケインズ『戦

費調達論』をもとに行われた講演があった．そのとき司会をしていたのはお父

さんで，講演後その本を購入した．これを息子のアンガスが読み，彼の最初に

読んだ経済学書となった．「14 歳の子どもにもなんとか理解できる」本だった

という．ずいぶん早熟な子だったといえないことはないが，他のひととは異な

って，とくに興味を覚えたのはその付録 I「国民所得」とそこで展開された簡

潔な数学と統計解説であり，戦時経済に適用されたその方法を平常時の経済問

題の解明にも使えないだろうかと考えたと述べている．しかも，いかにもマデ

ィソンらしいのはそこから先の行動であった．ケインズがそのなかで言及して

いたコリン・クラークという学者の著作『経済進歩の諸条件』を市立図書館で

見つけ，その浩瀚な本を繙き，世界の多くの国の事例に適用されていることに

魅せられたというのである．

『戦費調達論』は小冊子であるが，ケインズが国民所得論にもとづいた具体

的な政策論を展開した最初の論稿である．実際，大蔵省顧問であった彼の発案

で，ジェームズ・ミードと後に国民経済計算体系（いわゆる新 snA）の開発者と

なるリチャード・ストーンとが国民所得推計を行い，それにもとづいて 1941

年の予算案が作成されることとなったという点で画期的な著作であった．他方，

『経済進歩の諸条件』の著者クラークは英国育ち，オーストラリアの大学で教

鞭をとっていた，この分野の先駆者である．ストーンのケンブリッジにおける

先生でもあった．「ケンブリッジでケインズと密接にやり取りをし，国民経済

計算が経済政策の道具として重要であることを示し」，また「比較経済史の可
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能性と成長と発展の問題の分析に革命を起こすことになった」（本書 367-8 頁）ひ

とである．ケインズはすでに 1936 年の『一般理論』でクラークの仕事に言及

していたが，この『諸条件』ではより長期の発展に対する歴史的関心が顕著で

あり，それはマディソンにとってもう一つの学問的バックボーンとなった．こ

のケインズ経済学との出会いを独学によってクラークの仕事に結びつけたこと

は，その後の研究者人生に決定的な影響を与えることとなった．晩年，マディ

ソンはオーストラリアのクイーンズランド大学から招聘を受け，コリン・クラ

ーク記念講演を行うことになるが，これは彼にとって非常に嬉しい招待であっ

たにちがいない5）．いずれにせよ，大学で専門教育を受ける前に，すでに彼の

学風はほぼ出来上がっていたとみることもでき，まことに興味深いエピソード

といえる．

本書は前著とは違って，推計表の提示というよりは，それらをもとに長期の

成長パターンとその地域ごとの特質にかんする自らの見解をまとめ，さらに国

民経済計算の先駆者たちの営為を跡づけたものである．新たになされたのは第

1 章のためになされた古代ローマの推計，研究史的な第 5～6 章の一部，そし

て 2030 年の世界経済を論じた第 7 章のための予測作業くらいであろうか．

その点を念頭に，ここで少し，マディソン流の推計とはどのようなものかと

いうことをみておきたい．彼の方法はきわめてシンプルかつ大胆なもので，ま

ず，現在（1990 年）の購買力平価で国際ドル（ゲアリー = ケーミス・ドル）換算の

GdP 値を求め，そこから別途求めた変化率によって過去へ遡及してゆくとい

うものである．この場合，19 世紀までなら実際の時系列データがないわけで

はないので，現実をよく反映した変化率を別に得ることは相対的に容易であろ

う．しかし近代以前となると，ごく一部の国を除いて統計データはほとんど存

在しない．耕地面積から収穫量を推計したり，一部商品の国内取引量と輸出入

のデータから全産業の産出量を求めたりといった，データの積上げによって必

要な係数を求めることができない時代について，どのようにして 1 人当たりの

成長率を仮定できるのであろうか．彼の方法は，人口や都市化率といった数量

データを盛り込んだ研究はもちろん，非数量的な研究や断片的な事例分析を読

みこみ，そこから得られる定性的な総合判断を平均成長率何 % という数字に
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置き換えるというものである．日本についてみてみよう．徳川時代にかんして

は実収石高と呼ばれている農産高の推計値があり，大まかなところはそれで押

さえることができる．それを前提に，戦国期以来のさまざまな発展と制度変化

にかんする研究，数量経済史研究や都市史の成果，さらには科学技術分野の発

展などをサーヴェイして，非農業活動は農業よりも高い率で増加したようだと

考え，1500 年から 1820 年のあいだに 1 人当たり実質 GdP は 3 分の 1 増加し

たと判断し，その推測に合うように農産高増加率への上乗せを行い，それによ

ってベンチマーク年における 1 人当たり GdP 値を算出したのである．その妥

当性は，雑多な情報から成長率をいい当てるような職人芸，他のひとには容易

にまねできない特殊能力に依存している．永年にわたって国民所得計算の仕事

に携わってきたことで得られた知的熟練の賜物なのであろう．いいかえれば，

マディソンの近代以前の GdP 推計は現在得られるかぎりベストの非数量的情

報を数値に変換したものということができる．各国経済史の研究史を言葉で纏

めるとすれば，おそらく何千頁もの紙幅が必要であろうが，彼はそれを統計と

いう数値に翻訳，簡潔かつ見事にサマライズするのである．

これを別の角度からみれば，マディソンの推計にむずかしい数学や高度な統

計手法が用いられることはまずないということを意味する．彼はコリン・クラ

ークと並んでサイモン・クズネッツにも特別な敬意をいだいていたが6），本書

の第 6 章にはクズネッツについて評したところがある．「彼の説明の技法は代

数や回帰を用いておこなわれることは事実上けっしてなかった．彼のアプロー

チは基本的に帰納的であった．……経済実績を計量経済学者や成長会計学者た

ちが熱中したがる厳密性で「説明」しようとはしなかった」．安易に代理変数

を使った推計を用いず，比喩や定型化された事実に依拠することも，先導部門

の分析や実質賃金指数を重視することもなく，この点では「過度に潔癖」にな

ることすらあったが，他方では「抑制の効いた推測」は大胆に試みた（以上，

385-6 頁），と．クズネッツがどのような気質をもった研究者だったのかはたし

かに興味深いが，私には，この評はマディソン自身のことを述べているように

聞こえる．

結局のところ，マディソンの近代以前 GdP 推計とは成長率による遡及の結

果にほかならない7）．そういってしまうと身も蓋もないかもしれないが，いう



492�

までもなく，そのようなシンプルな方法論に拠って作成された，世界各地域を

網羅し，2000 年紀をカバーした 1 人当たり GdP 統計表の意義と意味は予想以

上に大きい．それによって，地域間あるいは国家間の，レベルと変化率比較が

容易となった．たとえば，ユーラシア大陸両端における成長パフォーマンスの

比較，あるいは近世ヨーロッパ内における南北間のパフォーマンスにおける違

い，世界の平均値からみた日本の位置の変遷など，数字で示されてみるとじつ

に興味深い．近年，グローバル・ヒストリーをめぐる論議が盛んで，マディソ

ンの仕事が示すのとは異なった解釈も提示されているが，それは数量化が「学

問的議論を先鋭化し，対立する仮説を呼び起こし，研究過程の原動力に貢献」
（本書 1-2 頁）したからであろう．この前近代 GdP 統計は論争にとってなくては

ならぬ素材を提供したのである．

もっとも，19 世紀以前の推計値を近代の統計と同じような精度を有すると

考えるのは正しくない．それぞれの地域あるいは国の専門家には少なからぬ異

論があるかもしれない．実際，私も徳川日本にかんしては若干のコメントをも

っていて，現在，改訂作業を行っているところである8）．ただ，上に述べたよ

うに，マディソン推計はそれぞれの国の経済史研究の現
い

在
ま

を反映したものであ

った．したがって，私たちが彼の提示する近世の成長率が高すぎるとか低すぎ

るとか思うことは，とりもなおさず，それぞれの国の研究の現状にコメントを

しているに等しい．私たち経済史家が，彼の提示した 1 人当たり GdP の成長

率が何となくしっくりこないと思うのであれば，私たち自身が行ってきた研究

を再点検したほうがよいということに他ならない．別ないい方をすれば，マデ

ィソンの仕事は，定性的な研究の現状を 1 人当たり GdP の成長率という数字

に翻訳することによって，結果として，それぞれの国，それぞれの地域の専門

家に，これまでの研究に潜んでいた問題点を是正する明示的努力を要求してい

るともいえよう．

2007 年 10 月 2 日，マディソンは一橋大学より名誉博士号を授与された．こ

れはオランダ女王より贈られたオレンジ・ナッソー勲章とともに，彼が誇りに

思っていたにちがいない栄誉であった．そこで最後に，わが国との関係につい

ても一言しておきたい．
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初来日は 1961 年であった．これは日本の oecd 加盟がその 3 年後であった

ことと関連しており，その交渉や調査のために訪れる機会があったのであろう．

しかし，彼にはたんなる職務遂行以上の目論見があった．一橋大学経済研究所

に大川一司を訪問したのである．大川と彼のチームがのちに『長期経済統計』
（ltes）シリーズとして刊行されることとなった，明治維新以降の国民所得推

計プロジェクトをすでに立ち上げていたからであった．彼より一回り年上だっ

た大川とは非常にウマがあったようで，私自身このことについては何度も聞か

された（同様の頻度で名前が出たもう一人は大来佐武郎であった）．この個人的信頼

関係によって，ltes の成果がマディソンの日本系列にしっかりと反映され，

さらには一橋大学における次世代の研究者との交流をももたらすこととなっ

た．�1989 年，21 世紀 coe およびグローバル coe の前身の coe プロジェク

ト（代表者 尾高煌之助）を一橋大学経済研究所が走らせていたときのことである

が，客員研究員として招聘され，一か月のあいだ滞在をした．『世界経済 2000

年史』において初めて提示された 1870 年以前の日本にかんする推計作業は，

この招待がなければまったく異なったものとなっていたにちがいない．

アンガス・マディソンは 2010 年 4 月 24 日に亡くなった．83 歳であった．

天寿を全うしたといえなくもない年齢ではあったが，その直前まで改訂作業な

どの研究を続けていたことを想うと学界にとっては大きな損失であった．彼の

仕事はユトレヒト大学のヤン・ラウテン・ファン・ザンデンが主宰する「マデ

ィソン・プロジェクト」9） として引継がれ，各国の GdP と人口系列をより良

いものとする努力が続けられている．遠からず，彼の志を継ぐ次世代の研究者

たちによって改訂版マディソン表が刊行される日がくることを期待したい．

注
01）　『世界経済の成長史 1820～1992 年　――　199 カ国を対象とする分析と統計』（金森久雄監訳，
（財）政治経済研究所訳，東洋経済新報社，2000 年），『経済統計で見る 世界経済 2000 年史』�
（金森久雄監訳，（財）政治経済研究所訳，柏書房，2004 年）．

02）　とくに 2 冊目の『世界経済 2000 年史』の監訳者あとがきに丁寧な解説がある．
03）　マディソンの人となりは，小谷氏に慫慂されて，政治経済研究所の雑誌に書いたことが

2 度ある．以下は，その 2 つの小論　――　「前近代国民所得推計の意味と意義　――　アンガス・
マディソン教授の仕事」『政經研究』第 90 号（2008 年 5 月），「経済史家アンガス・マディソ
ンの死去を悼む」同誌，第 95 号（2010 年 12 月）　――　と少なからず重複することをお断りし
ておきたい．
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04）　‘confessions�of�a�chiffrephile’,�Banca Nationale del Lavoro Quarterly Review,�no. 189
（1994）,�pp. 123-65.

05）　‘Quantifying�and�Interpreting�world�development:�macromeasurement�Before�and�Af-
ter�colin�clark’,�Australian Economic History Review,�vol. 44,�issue�1（2004）,�pp. 1-34.

06）　マディソンは，1998 年にイェール大学の成長センターにおいて ‘economic�Growth�since�
1500���A.d.:���Problems���of���measurement,���Interpretation���and���explanation’ と題するクズネッ
ツ・レクチャーを行っている．

07）　厳密にいえば，本書第 1 章における古代ローマの GdP 推計には「遡及」法は使われて
いない．また，「来るべき事態の姿」を描き出した第 7 章も予測であって多少異なっている．
ただ，得られるすべての情報を成長率という数字に変換するという点においては，姿勢は一
貫している．

08）　その一端は，斎藤修「近世の GdP を計る」eco-forum（一般財団法人統計研究会機関
誌）第 30 巻 3 号（2015 年 3 月）を参照．

09）　ウェブサイト：http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm

（さいとう・おさむ　一橋大学名誉教授，日本学士院会員．�
専攻は比較経済史，歴史人口学）
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訳者より

本訳書は当研究所主任研究員の小谷崇の企画によるものである．

当研究所はこれまでマディソンの『世界経済の成長史 1820～1992 年』（東洋

経済新報社）を 2000 年に，『経済統計で見る 世界経済 2000 年史』（柏書房）を

2004 年に訳出してきた．これらはすべて小谷崇が企画・統括し，金森久雄氏

監訳によって出版された．小谷は訳書に親切な解説的訳注を追加する努力を惜

しまなかった．今回の著書はそれ以後の研究をも含めたマディソンの業績の集

大成であり，原著が出版された 2007 年直後から，小谷はマディソンと連絡を

とりつつ，当研究所による訳出の仕事にとりかかった．マディソンは 2010 年

に死去し，小谷は 2013 年 4 月，病に倒れ，2014 年 1 月に死去した．原稿は未

完成であった．研究所のわれわれは，彼が病に倒れた直後からその仕事を引き

継いで完成させるべく力を尽くした．

その結果が本書である．

訳出は原書に忠実であることを基本とした．叙述内容や引用文献の書誌情報

に明らかな誤りがある場合は，調べのつく範囲で訂正した．マディソン本人に

聞くことができないため，直しようがなかったものはそのままにしている．引

用文献のうち，当該章末の文献リストにないものがあれば，他の章末の文献リ

ストをご覧いただきたい．
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