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1.はじめに

W・A・ルイスが，彼の研究人生の後半において，経済史研究に力を注いだことは既に指摘

した通りである2）。後期ルイスの経済史研究の焦点は，19世紀後半から20世紀前半にかけて

の世界経済の展開過程にあった。とりわけ彼がこの時期の熱帯地域の経済的運命に向けた視線

は，彼の出自と知的履歴を直接的に反映する，研究者としての存在理由を示すものであったと

言えよう。

ルイスは，1969年に出版した『熱帯貿易の諸側面 1883－1965年』という著作のなかで，

第一次世界大戦前の1883年から1913年にかけての時期において，熱帯地域の貿易が如何に急

激に増加していたということに一驚したと記している3）。ルイスは，19世紀後半から20世紀

半ばにかけて，温帯地域では工業生産が「成長のエンジン」であったけれども，熱帯地域にお
・・・・

いては輸出が「成長のエンジン」であったと指摘している4）。それでは，一次産品輸出経済で
・・

あった熱帯の一部諸国では輸出が「成長のエンジン」となったとして，その後の経済的な運命

は如何なるものであったのだろうか。

周知のように，19世紀に始まる世界経済の発展のなかで，熱帯地域と温帯地域の経済格差

が大きく拡がった。その一因は，19世紀の熱帯地域では，一次産品を生産する現場において著
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1） 大島真理夫教授および海老塚明教授の退任にあたって，小稿を献ずる次第です。

2） 拙稿「熱帯と世界経済，1880～1913年－W・A・ルイス『熱帯の発展』論ノート」『経済学雑誌』

第115巻 第2号，2014年。

3）「私にとって，この研究の驚くべき帰結は，第一次世界大戦の前の時期において，熱帯の貿易が如

何に急激に増加していたかということを発見したことであった。私の計算では，1883年から1913年

にかけて，熱帯の貿易額は年率3.6％で成長していたことになる･･････熱帯貿易の増加率は，アメリ

カ，イギリス，ドイツ，フランスという四大主導国の工業生産の総計の増加率，すなわち3.2％をわ

ずかながら上回るものであった」。W.A.Lewis,AspectsofTropicalTrade1883 1965,Stockholm:

Alinquist&Wicksell,1969,p.8.

4） Ibid.,p.7.



しい低賃金が一般的であったことにある。W・A・ルイスの「要素交易条件」論は，この問題

を説明する試みであった。今日における世界的な経済格差の歴史的起源が，19世紀の世界経済

の動向に発するとする見方を，ここでは「19世紀大分岐」説と呼んでおこう。ルイスの「要

素交易条件」論はまさにこうした議論の嚆矢と言える議論である。近年，アメリカの経済史家

J・ウィリアムソンは，ルイスとは全く異なった論旨で，同じく「19世紀大分岐」説を唱えて

いる。彼は，19世紀に起こった商品交易条件の動向に注目し，一次産品輸出国の工業製品産

出国に対する交易条件の有利化が，逆に一次産品輸出国の「奪工業化」（deindustrialization）

を帰結したと指摘する。すなわち，彼の議論の骨子は「奪工業化」説にある。何れにしても，

19世紀における世界貿易の発展が，「大分岐」をもたらしたということになる5）。

ここでウィリアムソンの議論の当否を論じる準備はないが，次の点だけは指摘しておきたい。

ウィリアムソンの議論には，19世紀に同じく一次産品輸出国でありながら，「貧しい周辺国」

にならなかった温帯の地域（カナダ，オーストラリアなど）と「貧しい周辺国」になった熱帯

の地域の大分岐を説明する論理は存在しない。それに対して，ルイスの「要素交易条件」論は，

むしろこの問題を主題としている。本稿の目的は，この彼の説が19世紀の熱帯地域に関する

経済史研究にとって有効な視点であるか否かを検証する点にある。その際，本稿で焦点を合わ

せたいのは，労働供給の問題である。ルイスの「要素交易条件」論は，いわゆる「労働の無制
・・・・

限供給の理論」に基づいているが，そうであるとするならば，熱帯地域の一次産品の生産現場

において如何にして労働供給が確保されたのかが問われるべきであろう。本稿では，ルイスの

議論を手掛かりにしつつ，具体的事例として19世紀の熱帯アジア（南アジア＋東南アジア）

を取り上げて，一次産品輸出経済における労働供給の問題を考究することにしたい。

先取りして言えば，ルイスの「要素交易条件」論では，主に19世紀後半に始まるインドや

中国からの移民労働の役割は強調されるけれども，次の点に関しては明確な歴史像を提供して

いない。人口が希薄であった熱帯アジア（ここでは主に，東南アジアが想定されている）にお

いて，外部からの移民労働を別にすれば，そもそも内部からの労働供給が如何にして可能となっ

たのか，という問題である。そうした点を含めて，労働供給の問題を焦点にして，ルイスの

「要素交易条件」論を再検討することにしたい。

なお，表題に「19世紀」と掲げているが，20世紀の初頭を含む「長期の19世紀」を想定し

ていることをお断りしておきたい。

2.「要素交易条件」とは

ルイスが，この議論を主張した時，一般的に問題になっていたのは，「商品交易条件」
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5） J.G.Williamson,TradeandPoverty:WhentheThirdWorldFellBehind,Cambridge:Massa-

chusetts,2013.なお，ウィリアムソンは19世紀前半に注目している。



（commoditytermsoftrade）である。ある国にとっての商品交易条件とは，輸出品と輸入品

の交換比率を指す。具体的には，輸出物価指数と輸入物価指数の比で表される。これは，一国

の貿易利益つまり貿易による実質所得の上昇を示す指標となる。他方で，「要素交易条件」と

は何を意味するのか。既に，ルイスの著作に依拠しつつ説明をしたことがあるが6），不十分な

点が多かったので，改めて説明を試みたい。さて，ルイスが指す「要素交易条件」とは，より

厳密に表現するならば，「二重生産要素交易条件」（doublefactoraltermsoftrade）と呼ば

れるものである7）。上記の商品交易条件に対して，当該国の輸出品を生産する産業における生

産要素（この場合，労働が使われるのが一般的である）の生産性を示す指標を乗じたものは，

通常「単純生産要素交易条件」（singlefactoraltermsoftrade）と呼ばれるが，これがさら

に相手国の輸出品を生産する産業における生産要素の生産性を示す指標で割り算されたものが

二重生産要素交易条件である。言い換えるならば，単純生産要素交易条件は，輸入財の単位で

測った実質賃金を示すのに対して，二重生産要素交易条件は，当該国と相手国の実質賃金の比

を表現するものである。すなわち労働の価格である両国の賃金の交換比率を意味していること

になる。

ルイスは，このような意味での二重生産要素交易条件で考えるならば，熱帯地域と温帯地域

の貿易において，実質賃金の格差は数倍（数百％）になると指摘している。さらに，熱帯地域

の輸出品を生産する産業において技術進歩によって生産性が上昇したとしても，それはその商

品の価格低下につながるだけで，当該産業で働く労働者の賃金上昇にはつながらないと指摘し

た。他方，温帯地域の輸出品を生産する産業では技術進歩による生産性上昇は賃金の上昇に帰

結すると指摘した。なぜだろうか。結局のところ，熱帯地域の実質賃金は，労働の供給価格に

よって決定され，最終的には背後にある自給部門（subsistencesector）における食糧生産の低

い生産性に規定されることになる。要するに，労働の無制限供給によって，労働供給曲線は水

平になり，賃金の上昇は見込めないことになる。したがって，熱帯地域の輸出品を生産する産

業では，技術進歩は賃金に反映されないで，当該商品の価格を下げるのみであるということに

なる。こうした認識に基づいて，商品交易条件は，要素交易条件（二重生産要素交易条件）に

よって決定され，より重要なのは要素交易条件であるという主張がなされたのである8）。

3.「要素交易条件」論の前提

Ⅰ.ヌルクセとプレビッシュ
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6） 脇村，前掲論文，1635ページ。

7） 小島清『交易条件』勁草書房，1956年，726ページ。ここでの議論は，二財で考える。

8） W.A.Lewis,GrowthandFluctuations1870 1913,London:GeorgeAllen&Unwin,1978,pp.

188193.



このようなルイスの議論の前提には，ルイス以前の先行研究による，19世紀の世界経済に

関する歴史像が存在した。そこで取り上げたいのは，ラグナー・ヌルクセである。ヌルクセは，

1959年に出版された『外国貿易と経済発展』という著作のなかで，大要以下のような認識を

示していた。

19世紀，特にその後半以降における世界貿易の拡大によって，「新興地域」（カナダ，アル

ゼンチン，ウルグァイ，南アフリカ，オーストラリア，ニュージーランド）の生産する一次産

品に対して，ヨーロッパの進んだ国々からの需要が著しかった。したがって，これらの新興地

域では，一次産品の輸出が「成長のエンジン」となって，これらの地域の経済発展は可能となっ

た。その意味で，国際貿易を通じて，経済発展がヨーロッパの進んだ国々から新興地域に伝達

されたと指摘した。このように，ヌルクセは，その19世紀世界貿易論において，一次産品を

輸出する新興地域が，ヨーロッパの先進国からの強い需要に支えられて経済発展を成し遂げ，

ヨーロッパの先進国へのキャッチアップを果たしたという歴史像を提起したのである9）。

しかしながら，ヌルクセは，かかる19世紀の世界経済に対して，20世紀の世界経済は対照

的であると指摘した。世界貿易の拡大率が著しく低下したというのである。さらに，一次産品

の輸出は，工業製品の輸出に比べて遅れが見られるようになってきたとした（「一次産品需要

の停滞」論と呼ぶべきであろう）。したがって，一次産品輸出を「成長のエンジン」とする経

済発展の可能性は失われたと指摘した10）。一次産品への需要が低下した原因として，先進国

における軽工業から重工業への変化，一次産品の需要の所得弾力性の低さ，先進国におけるサー

ビス産業の台頭，先進国における農業保護主義などが挙げられている11）。

さて，ヌルクセは，一次産品輸出に基づく19世紀型の経済発展が可能でないとすれば，残

る選択肢は，次の二つになると論じた。すなわち，「輸出市場向けの工業化」と「国内市場向

けの工業化」のどちらかである。「輸出市場向けの工業化」とは，貧しい国が，一次産品では

なく製造品を輸出するという選択肢を指す。しかし，ヌルクセはこの選択肢に関しては悲観的

であった。なぜならば，先発の工業諸国との間に，貿易摩擦や保護主義という障害が生じると

考えたからである。他方，「国内市場向けの工業化」はどうか。これは可能であると彼は考え

た。要するに，許される選択肢は，「国内市場向けの工業化」，言い換えれば輸入代替工業化で

あった。ただし，この場合，農業と工業の均衡，あるいは工業の内部における各産業間の均衡

が必要であると考えられた。「国内市場向けの工業化」は，「均衡成長」である必要があったの

である12）。

ところで，ここで触れておかなければならないのは，ラウル・プレビッシュである。プレビッ
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9） R・ヌルクセ（大畑弥七訳）『外国貿易と経済発展』ダイヤモンド社，1522ページ。

10） 同上書，2228ページ。

11） 同上書，28ページ。

12） 同上書，4167ページ。



シュによって，交易条件の悪化が周辺諸国にとって不利化していると指摘されたことは良く知

られている13）。すなわち，一次産品を輸出する周辺諸国に対して，工業製品を輸出する中心諸

国が対置され，両者の交易条件がどのように変化したのかが問題にされたのである。19世紀

の後半以降，一次産品を輸出する周辺諸国にとって交易条件（言うまでもなく，商品交易条件）

が悪化したという。要するに，周辺諸国の輸出する一次産品の価格動向と，それらの諸国が輸

入する工業製品の価格動向を比較した場合，一次産品の価格が不利化したと指摘する（「交易

条件の不利化」論と呼ぶべきであろう）。その結果，こうした価格動向の違いが，双方の生産

者の所得に反映されて，中心諸国と周辺諸国の経済格差が拡大したと指摘したのである。

それでは，プレビッシュ説では，周辺諸国にとってのこのような交易条件の不利化が何ゆえ

に起こったとされるのか。第一に挙げられているのは，需要の所得弾力性が低い一次産品に対

して，それが高い工業製品の対照である。第二は，中心諸国の工業製品は，生産する企業の寡

占力や労働組合の交渉力によって，その価格の下方への低下に対して大きな抵抗が存在するが，

こうした条件の存在しない一次産品の場合には，価格の下方への低下圧力は小さいために，相

対的にその商品交易条件は不利化するということになる14）。

このような交易条件論は，結局のところ，技術進歩による生産性上昇の恩恵が生産者に及ぶ

工業製品と，その恩恵が生産者に及ばない一次産品との対照に帰結する。プレビッシュは，こ

のような交易条件論を前提に，彼の政策論，すなわち輸入代替工業化論を説いたことは周知の

通りである。なぜならば，交易条件が悪化する中で，周辺諸国は一次産品の輸出に依存する形

で経済発展を達成することはできないからである。むしろ，技術進歩の恩恵が及ぶ工業化を自

力で達成しなければならないということになる。このようにプレビッシュの認識は，既に見た

ヌルクセのそれとほぼ同型のものである。彼らは，20世紀の世界経済に関連して，「輸出悲観

論」を採り，発展途上国に対して「輸入代替工業化」という処方箋を示した点では共通してい

る。

さて，かかるヌルクセとプレビッシュの議論に対して，W・A・ルイスの「要素交易条件」

論には，どのような位置づけが与えられるべきであろうか。まず共通点から考えてみよう。彼

らは共通して，工業製品の輸出国と一次産品の輸出国を対比して，それぞれの経済的運命を論

じている。しかし，明らかな相違点がある。ヌルクセとプレビッシュは，一次産品の輸出国を

一括して，それを更に区分してはいない点である15）。他方，ルイスは，一次産品の輸出国を，
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13） 大原美範『プレビッシュ理論とラテン・アメリカ経済』白桃書房，1971年，734ページ。

14） 同上書，246ページ。

15） ただし，ヌルクセは次のような言及を残している。「中国，インド，赤道アフリカ，中米などの地

域は，貿易による成長の力に影響されなかったわけではないが，しかし，新興諸国にくらべると輸出

需要の拡大でも資本の流入でも比較的になおざりにされていた。また，たとえば東南アジアの一部の

ような貿易および資本流入が特に例外的に活発であったところでは，その結果，しばしば二重経済 →



さらに温帯地域と熱帯地域に分け，その経済的運命の差異を論じる。彼は，1870年から1913

年の時期について，両者は同様に一次産品の輸出に基づく経済成長を成し遂げたけれども，結

果的に両者には大きな経済格差が生じたと指摘したのである。熱帯地域は温帯地域に対して経

済的に大きな遅れをとったという史実を重視した。ヌルクセおよびプレビッシュの場合には，

このような温帯地域と熱帯地域の差異化を明示的に述べてはいない。これが第一の違いであ

る。

第二の違いは，経済格差を論じる際に，何に注目するかの違いである。ヌルクセの場合は，

一次産品の需要そのもの，プレビッシュの場合には一次産品の相対価格に着目し，それらが

20世紀が進むにつれて，伸び悩むか不利化するというように，主に商品の需要条件の変化を
・・

問題にした。他方，ルイスの「要素交易条件」論で注目されるのは，結局のところ熱帯地域の

一次産品の生産現場における供給条件であった。すなわち，低賃金の問題である。それでは，
・・

なぜ熱帯地域では，温帯地域よりもはるかに低い賃金しか与えられないのかという，より重要

な問いが存在する。この課題は次節で扱うことにしよう。

Ⅱ.ミント

ルイスの「要素交易条件」論に関連して，次に取り上げたいのは，H・ミントの「余剰のは

け口」理論である。ミントは，前節で扱ったヌルクセとプレビッシュの「輸出悲観論」および

「輸入代替工業化」論とは全く正反対の議論を提起したことで良く知られている。すなわち，

20世紀の世界経済においても，依然として一次産品輸出を基軸とした経済発展戦略が有効

であると論じたのである。そして，輸出する一次産品の多様化を図りつつ，加工農産物から

更には工業製品の輸出も目指す「輸出代替」による経済発展戦略を構想した。特に，母国ビ

ルマ（現在のミャンマー）を念頭に置きつつ，熱帯の東南アジアにおける人口稀少経済（少な

くとも，20世紀半ばまでは当てはまる）では，そのような発展戦略は妥当すると力説してい

た16）。

そのミントがその主著の中の一部分を割いて，植民地期の熱帯アジアを想定して描いた一次

産品輸出経済論は興味深い。そこにおいて，彼は，19世紀の一次産品輸出経済を，二つの類

型に分けている。第一は小農が主体となる経済であり，第二は鉱山・プランテーションが経営

主体となる経済である。前者では，基本的に技術進歩は見られないが，余剰のある土地と労働

を使って，外延的に生産を拡大して一次産品の輸出を拡大させたという。典型的には，19世
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→ の弊に陥り，十分に発展した輸出部門と原始的な国内経済とが併存することになった。この不均衡的

な発展形態はまったく成長しないよりは確かによかったろうが，しかし，他の進歩の諸条件が欠如す

る場合の外国貿易・海外投資というエンジンの限界を曝露した」ヌルクセ，前掲書，201ページ。

16） H・ミント「東南アジアの外向型諸国と内向型諸国」H・ミント（渡辺利夫・小島真他訳）『低開発

国の経済理論』東洋経済新報社，1973年



紀の後半にコメの輸出を伸ばしたタイやビルマの事例が当てはまる17）。第二は，経営主体とし

ての外国人企業（主に植民地宗主国からの資本）による鉱山やプランテーション（農園）であ

り，近代的な技術を使用しつつ労働者を雇用して行う大規模な生産が行われる18）。英領マラヤ

や蘭領東インドのスマトラなどが想定されている。

ミントは，「余剰のはけ口」理論が，アダム・スミスに発するものであり，リカードの比較

優位の理論とは区別されるべきものであると強調する。すなわち，比較優位の理論は，資源一

定の仮定の下で想定されている静学的な理論であるのに対して，「余剰のはけ口」理論は資源

が追加的に増加する動学的な理論であるという。具体的に言えば，上記の小農経済の場合，外

部に需要が存在するとして，当該一次産品（例えば，コメ）の生産の拡大は，余剰の土地と労

働を利用して果たされるということになる。

ミントの小農経済の議論をより詳しく見てみよう。興味深いのは，あらかじめ土地と労働の

余剰が存在して，外部からの当該商品への需要に刺激されて，この余剰の生産要素が利用され

つつ生産が拡大すると説明されていることである。しかしながら，次のような疑問がわく。ミ

ントの議論が想定されている地域では，土地は豊富であるが人口は稀少なはずであり，当然の

ことながら労働は不足していなければならないのである。それに対して，ミントは次のような

説明を加えている。

しかし，貿易の窓口が開かれる以前の人口希薄な小農社会に存在していたに違いない農

村の不完全就業の原因はまったく別のところにあった。そこには耕作を待っている未開

の土地がふんだんに存在していた。しかし産出物に対する有効需要が欠けていたため，

労働は依然として不完全就業の状態にあったのである。当初小農は，利用可能な余剰の

土地と労働力さらには伝統的な耕作方式によって，自給的消費のために生産していたよ

りもはるかに多くの生産物を，生産しようと思えば生産し得たはずである19）。

このように，ミントは，「余剰のはけ口」理論を小農経済に適用するにあたって，あらかじめ

余剰の労働供給が存在したという想定の下に推論していた点を確認しておこう。すなわち，余

剰の労働供給は，不完全就業という形で存在したと説明されているのである。
・・・・・

他方で，鉱山・プランテーション経済の場合には，ミントはどのように論じていたのか。確

かにその地域内部の自給部門からの労働供給についても言及されているが，主に地域の外部か
・・

ら導入される労働供給によって，労働の余剰という状態が作り出されたという説明になってい
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17） H・ミント（木村修三・渡辺利夫訳）『開発途上国の経済学』東洋経済新報社，1981年，第3章

「小農輸出と貨幣経済の発達」。

18） 同上書，第4章「鉱山，プランテーションと賃金経済の発達」。

19） 同上書，42ページ。



る。注目したいのは，鉱山・プランテーション経済における低賃金を論じた箇所である。なぜ
・・・

ならば，労働の不足が本来の状態だとするならば，低賃金は不自然な状態としか言いようがな

いからである。

自給経済から鉱山およびプランテーションへの労働者の移転が，より高い資本産出高比

率と熟練度の高い経営技術をともないつつ行われた場合には，これは疑いもなく生産性

の大幅な増大につながった。しかしこの過程は多くの場合一回限りの性質をもっていた。

まず第一に，自給経済から出てくる国内労働者は未熟練であり技術的に後進的であった。

さらにこうした労働者は，その定着率が低く，生産性向上の試みは何の効果ももたなかっ

た。不幸にしてこうした当初の経験は，国内の労働者を最小の資本支出で利用されるべ

き単に低質な烏合の労働大衆であるとみなす「低賃金労働」という慣習を生むか，もし

くはそれをますます強化することになってしまった。それゆえ現地の労働供給が尽きて

しまった場合には，より多くの機械を導入し，生産方法を再組織することによって，労

働を節約しようというのではなく，低賃金の追加的供給減をさらに外部に探し求めると

いう試みに出るのがその典型的な反応の仕方であった。低開発国における国際貿易の一

九世紀的過程が，インド，中国からの低賃金労働の大規模移動によって特徴づけられて

いたのはこのためである20）。

このような，ミントによる低賃金労働の説明は，本稿で主題とする「要素交易条件」の問題を
・・・

考える場合にも，まことに興味深いものがある。ミントは，労働の需給から説明しようとはし

ていないが，鉱山・プランテーション経済における近代的な資本財導入にともなう労働生産性

の向上が賃金上昇につながらないのは「なぜか？」という問いには答えようとしている。しか

しながら，ミントは，低賃金の理由として，結局のところ自給経済から出てくる労働者の特質－

定着性の無さ，未熟練性－が低賃金という「慣習」に帰結したとしている。これは制度的な説

明と言うべきであろう。しかしながら，これでは十分な説明を与えているとは言いがたいので

はないか。他方，ルイスの「要素交易条件」論は，それに解答を与えるものであったと言える

のではないか。

4.「要素交易条件」論と熱帯アジア

Ⅰ.ルイス「要素交易条件」論に対する二つの問い

ルイスの「要素交易条件」論のポイントを抽出するならば，要するに「熱帯地域の一次産品
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20） H・ミント「国際貿易の『古典派』理論と低開発諸国」H・ミント（渡辺利夫・小島真他訳）『低開

発国の経済理論』東洋経済新報社，1973年，1345ページ。



の生産現場では，なぜ低賃金なのか」という問いに帰する。この問いは，二つの側面に分解可

能である。

A）熱帯地域の一次産品生産部門において，労働の無制限供給は如何にして可能となるのか。

B）熱帯地域の自給部門において，なぜ食糧の生産性は低いのか。

本稿の以下の論述では，専らA）の問いに答えることを課題とする。その問いを敷衍すると，

19世紀初頭の時点で，人口が希薄であった熱帯地域において，ルイスが想定するような労働

の無制限供給はどのようにして可能となったのかということになる。ここでアプリオリに「19

世紀初頭の時点で，人口が希薄であった熱帯地域」と記したが，以下で東南アジアを事例にし

て考察する。なお，B）の問いに関しては，別稿で検討する予定である。

さて，A）の問いに答えるために，一次産品輸出経済としての東南アジアを主たる対象とす

るが，以下のように19世紀を大きく二つの時期に区分したい。

① 19世紀前半

② 19世紀後半

ところで，②の時期に関しては，ルイスによって，東南アジアの一次産品輸出経済における労

働供給が，東南アジアの外部から盛んになされたことが指摘されている。

約3,000万人のインド人が1850年から1930年にかけて，他の熱帯諸国で働くために移

民した。数百万人の中国人も同様であった。熱帯諸国の雇用者は，必要な低賃金労働を

手に入れることができたが，温帯の雇用者はこれらの数倍の賃金を支払わねばならなかっ

た。このような要素交易条件が，商品交易条件として知られている商品の相対価格を決

定したのである21）。

東南アジア，特にその島嶼部において，外部からの労働供給が盛んになったのは，19世紀後

半，特に1870年代以降のことである。これは，主に先にミントが分類していたような鉱山・

プランテーションにおける一次産品生産が必要とした労働需要に応えたものであった。

しかし，東南アジア島嶼部においては，既に19世紀の前半から一次産品の輸出ブームは始

まっていた。そうであるならば，人口稀少であったはずの東南アジアにおいて，この時期にお

いて，豊富な労働供給は如何にして可能になっていたのであろうか。以下の論述では，先に

19世紀後半の労働供給について簡単にふれ，その後，19世紀前半を対象にして，上記の問い

に答えることにしたい。
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21） W・A・ルイス（益戸欣也・勝俣誠訳『人種問題のなかの経済』産業能率大学，1988年，127ペー

ジ。



Ⅱ.19世紀後半の労働供給：移民

19世紀後半に関して，ミントが分類した「小農経済」と「鉱山・プランテーション経済」

のうち，ここでは「鉱山・プランテーション経済」を中心に見てみよう。これは，そもそも人

口稀少な地域に外部から入ってきた大規模な資本が，輸出用の一次産品を生産するケースであ

る。こうした地域では，もともと労働が稀少なうえに周辺に生活する住民が鉱山やプランテー

ションでの労働を忌避するために，外部から労働を移入させる必要が生じることになる。

現実に，東南アジア島嶼部のプランテーションでは，マレー半島における錫（スズ）・砂糖・

胡椒・ガンビル・ゴム，スマトラにおけるタバコ，蘭領インドの外島における香辛料など，外

部からの労働供給を必要とした22）。杉原薫は，先行研究に依拠しつつ，1891年から1938年ま

での期間のインドおよび中国から東南アジアへ向かった移民の数を，表にまとめている（第1

表）。それによると，この期間，インドからの移民は約1,560万人，そして中国からの移民は

約1,250万人であった。注目すべきは，これらの移民は出稼ぎであり，同期間に東南アジアか

らインドへ約1,330万人，中国へ約1,010万人は帰還しているのである。したがって，帰還の

率はそれぞれ85％と81％になり，その「出稼ぎ性」は高い23）。

以下の記述では，インドからの移民に限定して話を進める。S・アムリットによると，

1834年から1940年にかけてインドから海外へ向かった労働者の数は約2,800万人で，その

うち約2,700万人は，ビルマ，セイロン，マラヤの三つの地域に向かった。既に指摘したよ

うに，彼らの多くは，出稼ぎとしての移動だったので，多くは故郷に帰還した。このうち，
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22） S.S.Amrith,MigrationandDiasporainModernAsia,NewYork:Cambridge,2011,p.29.

23） KaoruSugihara,・PatternsofChineseEmigrationtoSoutheastAsia,1869 1939・,Kaoru

Sugihara（ed.）,Japan,China,andtheGrowthoftheAsianInternationalEconomy,18501949,

NewYork:OxfordUniversityPress,2005,pp.2456.

第1表 インドと中国からの東南アジアへの移民

（出所）KaoruSugihara,・PatternsofChineseEmigrationtoSoutheastAsia,18691939・,

KaoruSugihara（ed.）,Japan,China,andtheGrowthoftheAsianInternational

Economy,18501949,NewYork:OxfordUniversityPress,2005,p.246.



約400万人がマラヤ，約800万人がセイロン，1,200～1,500万人がビルマへ向かったとされ

る24）。

さらに幾つか指摘すべきことがある。第一は，上記のように帰還率が高い移民であったため，

出先で定住した移民は，全期間を通じて600～700万人と推定されていることである25）。この

点は，ヨーロッパからの移民が新大陸に向かった場合と比較すると顕著な差異を示している。

ヨーロッパ移民の場合，大半は出先に定住したと推定されている26）。第二は，これらの移民の

源泉は，主に南インドであった点である。セイロン，マラヤの場合は，タミル語を母語とする

地域から，ビルマの場合はテルグ語を母語とする地域であった。第三は，移民の数が量的にも

大きく増加するのは，1870年代以降のことであったという点である。それ以前は，主に年季

契約移民が多かったが量的には少なかった。その後，カンガーニ制に基づく自由移民が増加し

たが，先に挙げた2,800万人という数値の大半は，1870年代以降のことである27）。

このようなインドからの移民に加えて，中国（主に中国南部の沿岸地域）からの移民－1850

年から1940年にかけて約2,000万人近く－が東南アジアに向かったとすると，この時期の東

南アジアにおける一次産品輸出経済，特に鉱山・プランテーション経済の労働供給は豊富であっ

たと言えるであろう。

「小農経済」に関しては，地域の内部における移動が重要である。19世紀半ば以降，ビルマ

のイラワディ（エーヤワディー）川，タイのチャオプラヤー川，ベトナムのメコン川などの下

流に存在したデルタ地域で，コメの栽培が急激に拡大したが，大量の農民が移住して，これら

の地域を開発したのである。例えば，ビルマの場合，19世紀の後半に北部のドライゾーンか

ら南部のデルタ地域へ大量の移民が移動した。デルタ地域の人口は，1852年の約100万人か

ら，1901年の400万人以上へと大きく増加したのである28）。

Ⅲ.19世紀前半の労働供給：人口増加

さて，19世紀の時点で人口稀少であるとされていた東南アジアの「小農経済」において，

輸出用の一次産品の生産が急激に増加したとして，労働供給は如何にして確保されたのか。既

に見たように，H・ミントは，専ら既存の小農社会において遊休している資源を活用すれば輸
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24） Amrith,MigrationandDiaspora,p.32.

25） K.Davis,ThePopulationofIndiaandPakistan,Princeton:PrincetonUniversityPress,p.98.

26） ヨーロッパ移民は，1821年から1915年の期間で，約4,400万人と推計されている。このうち，ど

の程度の率で定住したのかは分かっていないが，大半は定住したと考えられる。M.Graff,A.G.

KenwoodandA.L.Lougheed,GrowthoftheInternationalEconomy,18202015,FifthEdition,

Abingdon:Routledge,2014,p.53,55.

27） Amrith,MigrationandDiaspora,p.34.

28） M.Adas,TheBurmaDelta:EconomicDevelopmentandSocialChangeonanAsianRice

Frontier,18521941,Madison:TheUniversityofWisconsin,1974,p.58.



出用の一次産品の生産は増加可能であると考えていた。土地は豊富にあるが，労働供給に果た

して余剰はあったのか。ミントは，稀少な人口であっても，彼らが労働時間を増やすならば，

労働供給の増加は可能であると説明していた。要するに，ある種の「不完全就業」が存在して

いたと想定されていたのである。

しかしながら，東南アジア島嶼部の歴史的現実はこれとは異なっていた。19世紀前半にお

いて外国貿易の活性化によって，東南アジア島嶼部の一次産品輸出を増加させた地域では，多

くの場合，急激な人口増加を記録していた可能性が高いのである。後に，フィリピンとジャワ

の事例を取り上げることにするが，このような人口増加によって，ルイスが「要素交易条件」

論で想定していたような豊富な労働供給が可能になっていたと言えそうなのである。

ロイド・レイノルズは，いわゆる「第三世界」の歴史的現実に基づいた経済成長論の中で，

「外延的成長」（extensivegrowth）という概念を提起している。これは，「内包的成長」（inten-

sivegrowth）に対して提起された概念である。彼は，経済成長は必ずしも一人当たりの生産

（所得）が増加する場合だけではなく，たとえ一人当たり生産が増加しなくとも，人口がかな

りの速度で増加し，それに食糧生産の増加が追いついていくような状態もまた経済成長と見な

すべきであると指摘しているが 29），この指摘は極めて重要である。東南アジア，特に島嶼部

地域では，18世紀の後半から19世紀の半ばにかけて，著しい人口成長を成し遂げた地域があ

る。このような地域では，明らかに「外延的成長」があったと言えるのではなかろうか。

東南アジア島嶼部に関して，一部の地域では，18世紀の後半以来，著しい人口増加の趨勢

にあったことが明らかにされている。これらの一部の地域とは，植民地政府による記録が残さ

れていた地域である。フィリピンでは，1735年から1800年までの人口成長率は，ほぼ1.0％

であったとされている。その後，1870年頃まで1.8％という驚くべき率に達し，1870年から

1903年にかけて1.0％に低下したという。この後者の時期は，コレラなどの疫病が多発した時

期にあたっている。他方，ジャワでは，19世紀の人口成長率は高く，1850年までは1.4％，

1850年以後は1.75％で，平均すると1.6％という著しい人口成長を記録したとされている30）。

このような人口成長は，東南アジアの大陸部でも見られたのではないかと推測されている。

ビルマ，シャム，ベトナムでは，18世紀末から19世紀の初頭にかけて，新しい王朝の成立に

よる政治的安定によって総じて人口増加の現象が見られたとされている31）。
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29） L.G.Reynolds,EconomicGrowthintheThirdWorld,18501980,NewHaven:YaleUniversity

Press,p.7.

30） N.G.Owen,・TowardaHistoryofHealthinSoutheastAsia・,N.G.Owen（ed.）,Deathand

DiseaseinSoutheastAsia:ExplorationsinSocial,MedicalandDemographicHistory,Singapore:

OxfordUniversityPress,1987,pp.910.

31） A.Reid,・South EastAsianPopulationHistoryandtheColonialImpact・,Ts・uijungLiu,

JamesLeeet.al.（eds.）,AsianPopulationHistory,NewYork:OxfordUniversityPress,2001,pp.

512.



こうした18世紀後半から19世紀の前半にかけての東南アジアにおける人口成長は，如何な

る社会的・経済的背景によって可能となったのであろうか。アンソニー・リード（A.Reid）

は，17世紀から18世紀半ばにかけての経済的な危機の時代から，ようやく立ち直ったのが18

世紀後半であったとし，この時期に東南アジアの海域における貿易活動が再び活発になったと

いうのである32）。その一つの根拠は，マラッカ海峡における船舶の寄港数，あるいはシンガポー

ルにおける船舶の寄港数などが，18世紀後半以降，大きく増加していることにある。この地

域の海域における商業活動の活性化の一因は，フィリピンを支配したスペイン植民地政府やジャ

ワを支配したオランダ東インド会社が衰退して，それらによる独占的な貿易活動が退潮したこ

とが大きかったという。このような貿易活動の独占の廃止は，特に中国系を中心としたアジア

系の商船活動を促した。その意味で，18世紀後半に始まる商業活動の活性化は，必ずしもヨー

ロッパ人の商業勢力によって引き起こされたものとは言えず，中国系の商人などのアジア系の

商業勢力によってもたらされたものであった。

こうした商業活動の活発化は，この時期に目だつようになった商品の輸出額の動向からもう

かがい知れる。フィリピンの場合には，1820年代以降，輸出成長は著しく，砂糖，マニラ麻，

タバコなどの商品の輸出額は大いに増加した。また，ジャワでは1780年代以降，砂糖とコー

ヒーの生産額および輸出額は大幅に伸び，この時期のジャワの輸出額全体の伸びは，年率4％

台後半を記録している。周知のように，1830年代から1840年代にかけて，いわゆる「強制栽

培」が行われたが，このような商品作物の増産とともに，上記のような著しい人口成長を支え

るような，食糧としてのコメの増産体制が可能となっていたことにも注目する必要がある33）。

A・リードを中心とするオーストラリア国立大学の研究チームは，クローブ（丁字），胡椒，

砂糖，コーヒーの四品目に関して，16世紀初頭から現代までの時期にわたって，東南アジア

からの輸出額の推計を行っている（第1図）。この貴重な研究によると，胡椒，砂糖，コーヒー

の三品目の東南アジアからの輸出額は，19世紀前半に著しく伸びていることが分かる。

しかし，そもそも上記のような人口成長は，どのようにして可能になっていたのであろうか。

例えばジャワの場合，諸説があるけれども，衛生状態の改善に基づく死亡率の低下というより

は，出生率の上昇に基づくと解釈する方が妥当であろう。ここでは，蘭領東インドの歴史的事

例を参照して，この問題を考えてみることにしたい。D・ヘンリイ（D.Henley）は，19世紀

後半から20世紀前半にかけてのスラウェシの研究を基に次のような考察を行っている。すな

わち，スラウェシの北部にあるミナハサやスラウェシ中部の一地域の事例研究に基づきつつ，
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32） A.Reid,・ANewPhaseofCommercialExpansioninSoutheastAsia,17601850・,A.Reid（ed.）,

TheLastStandofAsianAutonomies:ResponsestoModernityintheDiverseStatesofSoutheast

AsiaandKorea,17501900,London:MacmillanPress,1997.

33） 大橋厚子「ジャワ島における土地希少化とインボリューション論」大島真理夫編『土地希少化と勤

勉革命の比較史－経済史上の近世』ミネルヴァ書房，2009年。



19世紀後半および20世紀前半における出生率の上昇を，主に経済的な原因に求めている。

相対的に人口密度が低く粗放的な農業がなされている地域が商業的な刺激に反応するな

かで，商業の拡大が結婚を促進し，過去においては有配偶出生率を抑制した債務奴隷制

や子供の共有といった制度を掘り崩すことによって，出生率が所得の増加に対応して上

昇した。他方，国家が過大な夫役を課し，農産物市場を歪める強制的買い上げ制度によっ

て統制されているような人口稠密な地域では，出生率は，必ずしも所得の増加を伴わな

い女性労働に対する需要に反応して上昇した34）。

ヘンリイは，19世紀後半以降の事例に基づきつつも，18世紀後半から19世紀前半にかけて
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34） D.Henley,・FromLowtoHighFertilityinSulawesi（Indonesia）duringtheColonialPeriod:

ExplainingtheFirstFertilityTransition・,PopulationStudies,Vol.60,No.3,2006,p.323;ditto,

・PopulationandtheMeansofSubsistence:ExplainingtheHistoricalDemographyofIslands

SoutheastAsiawithParticularReferencetoSulawesi・,JournalofSoutheastAsianStudies,

Vo.36,No.3,2005,pp.35863.

第1図 東南アジアからの一次産品・四品目（クローブ（丁字），胡椒，砂糖，コーヒー）

の輸出額（単位：千ドル，1940年米ドル価格）

（出所）D.Bulbecketal.,SoutheastAsianExportssincethe14thCentury:Cloves,Pepper,Coffee,and

Sugar,Leiden,1998,pp.124.



の東南アジアにおいて，商業活動の活発化に起因する人口成長が起こった可能性が高いと指摘

している。この現象は，コメなどの食糧増産によって支えられ，必ずしも一人当たりの所得増

加，ひいては生活水準の向上につながるような「内包的成長」ではなかったかもしれないが，

明らかに「外延的成長」であったとは言いうる。

このように，19世紀前半の東南アジア島嶼部において，一次産品輸出の増加は人口増加を

もたらし，その結果，労働供給の確保も可能になったと見るべきであろう。

5.おわりに

本稿では，19世紀の熱帯アジアの経済を，ルイスの「要素交易条件」論を当てはめて考え

ることによって，二つの示唆的な考察が引き出すことが可能となった。それらを書き留めてお

きたい。

第一は，熱帯と温帯の格差の基本的原因となる熱帯の低賃金は，この地域における労働の無

制限供給のメカニズムによって説明されうるのではないかという点である。その意味で，基本

的に労働の供給条件の解明が重要となる。その場合，19世紀前半の東南アジアにおける人口

増加の社会的・経済的な背景の解明が重要である。すなわち，18世紀後半まで人口が稀少で

あったこの地域でなぜこの時期に著しい人口増加が可能となったのかという点が重要であろう。

近年，東南アジア島嶼部（フィリピンおよびジャワ）において，18世紀後半以降，かなり高

い率での人口増加の趨勢が始まったことが明らかにされてきた。逆に言うと，18世紀後半ま

では，東南アジア島嶼部は熱帯地域の通例として，人口密度が極めて低い地域として存在して

きたということになる。しかしながら，この地域では，18世紀の後半以降に高い率での人口

増加の趨勢が始まったことを強調しておきたい。

ただし，豊富な労働の供給が，内生的な形で可能となったことが明らかになったとしても，

ルイスの議論で鍵となる自給部門における食糧の生産性（一人当たりの食糧生産）の低さにつ

いての検証は，本稿では行えなかった。この点については，別稿で解明を試みたい。

ところで，第二に指摘したいのは，熱帯と温帯の格差の問題のみならず，同じく熱帯地域の

中で，他の熱帯地域と比較しつつ，熱帯アジアの特質－経済発展の潜在的可能性－を論じるこ

とも可能ではないか，という点である。熱帯アジア，特に東南アジア島嶼部では，18世紀後

半に人口成長が始まったことを強調してきたが，このことが何を意味するのかを考える必要が

ある。モンスーンの存在（乾季が存在すること），そしてそれが可能にする稲作の拡がりが，

この地域の高い人口扶養力を潜在的に保証してきたことを，生態学的視野で明らかにすること

が必要であろう。その上で，18世紀におけるこの地域の海上交易の発展が出生率の上昇を可

能にしたことの意義も明らかになる。

他方，比較史的な意味で言及しておきたいのは，同じく熱帯地域に属するサブサハラ・アフ
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リカの人口史的な意味での歴史像である。サブサハラ・アフリカでは，人口増加の趨勢が始ま

るのは20世紀半ば辺りであり，少し早く見積もったとしてもせいぜい19世紀末に遡れる程度

である35）。生態学的な意味で指摘できるのは，この地域の熱帯病の苛烈さであるとか，内陸部

における交通・輸送の困難（アフリカ眠り病のために輸送に使える家畜が生育できない）など

である。そして，奴隷貿易がこの地域に与えたネガティブな影響の大きさ36）など，幾つかの

原因が考えられるが，何れにしても，東南アジアの場合との顕著な違いは明白である。この意

味で，「熱帯地域の内部での大分岐」－アフリカと東南アジアの「大分岐」－という問題も考

える必要があろう。

この第二の点は，まだ試論の域にも達しない未成熟な議論に過ぎないが，今後の更なる展開

を課題としたい。
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presentedattheAfricanEconomicHistoryConference,Vancouver,BC,April2013.

36） J.E.Inikori,・TheDevelopmentofCommercialAgricultureinPre ColonialWestAfrica・,
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