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追憶文

大橋隆憲先生と統計学学問論

野村良樹

大橋隆憲先生はもともと実証的学風に強〈惹かれる気質の学者であった主わたしは思

っている。前後40年間におよぶ先生の学問生活の前期と晩年の数年間を含む後期の業績

およびその準備活動のなかに，著し〈その傾向が強〈感じられる。 しかし中間期つまり

1940年代半ばから同年代半ばの周年間ほどは 3 統計学学問論の構築に専念されz その所

産は広〈ひとびとの注意をひきつけたn わたしが参加したその時期の刻苦勉励ぶりを振

り返ってみたいと思うのである。

1960年代目初めいわゆる安保条約改正をめぐる物情騒然とした世相がひとまず鎮静し

た頃，先生の研究室に沈思黙考の雰囲気が現われた。それはさきだっ十年余りの期間に

吸収，消化したわが国をはじめ各国の統計学理論を整理し， みずからの知見を付け加え

た学問論の訓究モノグラフに完成のめどがついたことによるものであった。まもなくこ

の労作は『現代統引思想論』目標題をコけて1961年 2月に有斐閣から出版されたが， 先

生は ζれを契機にい上い上自分自身の統計学説を積極的に提示する決心を閉められたよ

うである。

I 

その頃わたしはしばしば先生の研究室なり自宅に呼び出しを受けてj 御自身のいわば

大橋流統計学の，構想を悶かされた。 それは問わず語り調のときもあれば，またときど

き抱かれていた問題について関連文献や要約を求められることもあった。 さきに述べた

ように'先生白文献渉猟にfたこ山し

期だ円叶-は，あまり文献を読古白 ζ とにしよう'互顛耳で考え上う， としばしば言われたが，

むべなるかなである。加えて先生はひとが述べたり書いたりした意見にたいして即応で

きる器用人ではなかった。 このようななかで統計学の体系を構築するという苦渋にみち

た仕事が始まったのである。
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この仕事はもうひとつの狙いをもっ Cいたが， それは学生に対する教育に使え石テキ

メトとしての性格をもたすことであった。後日の話しであ墨がこの狙いは決Lて成功 L

たとは言えず， ひとびとの間で話題となるたびに先生とそれを手伝ったわたしは苦笑で

主ぎらすほかはなかったのである。

その ζ とはさておき， 当時先生が考えられていた統計学の構想は，学問的遺産として

継承Lた賂川統計学の性格規定のなかで打ちだされた社会科学方法論説に立ちつつも，

賂川理論のはしばしに現われ墨非歴史的視角に基づく抽象性と形式主義， からいかに脱

却し超克するか，が中心となっていた。路川統計学は上記の各操作主意識的に繰みこん

だため，結果的に 家をなしえたと考えられよう。まずその抽象性は統計集団(，大量」

であると「解何的集団」てあるとを問わず)，対象の内容規定を極限まで捨王l1している点

に現われている。次に形式主義とは「大量」と「解析的集問」との質的区別を絶対化し

て，それぞれに統計学の別途の内容を割りつけようとする考え方を典型としている。統

計集団は必らず実体的基礎をもっ集団の表章であり』 それはいまのわれわれの場合経済

的統計集団である。 また解析的集団ほ経済現象については経済史的過程と理解しなけれ

ばならない。いささか荒い問題提起のしかたであるが， 以上を基本命題として統計学体

系を組みたててみようという構想がまとまったのである。 この考え方は賂川|統計学の継

承者たもの同ですでに大なり小なり議論されてきたが， 大橋先生は後日改めて次の言葉

で控理された。「崎川統計論の根本的欠陥は，その批判者たもが指摘するように，大量二

社会的集団の歴史法則的な認識が欠除している p というととがで雪る。蛤)11理論におい

ては大量は静態として去らえられ， 発展変化する社会経済構成体との関連の把握が弱い。

時系列解析論において『時の要因』の規定における社会科学理論の無力さの主張となり 3

結局は時系列の非歴史的解析の弁護論(時系列の非時系列化〕となっているJ(W統計学

総論』と， 96ベジ〉。

こ白発想により， 経済的現実を誌官するために経済学が用いる固有の諸方法のなかで

統計方法がいかなる役割を果しうるかが探し求められ， 現実の経済研究の寸昆程の諸段

階・ (1)歴史的過程=社会的実践が提起「る課題の確認， (2)既成の理論 詰命題の検討

と〈再〉構成の基準決定， (3)事実資料。獲得・整理・利用， (4)理論または命顧の(新〕

構成， (司歴史的過程=科会的実践による理論の検証・淘汰， の系統のなかで， それを

(3)と(5)に位置づける考え方が提示された。
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また社会構成体の蓋礎をなす経済過程の認識には， 緊密な相互被制約性と不断の流動，

変化z とを含む「社会的・集問的・過程」とみる視角が必須であるとされ， その時間的

切片である経済集団に対する統計的アプロ チは，必ず相互被制約性を示すためり多標

識的把握つまり統計指標体系を用いて，歴史経過のなかで生じたそれらの発生，変貌消

滅の認知操作が相伴なうべきであることが論述された。そして統計方法は，それが意図

する把握対象の具体性により， 感性的認識の多少とも整序された形態である統計的規則

性の摘品をもって役割を終り，経済学の法則性には達しえないことが明らかにされたO

大橋先生のこのような意欲的構想が展開，論述きれたものが，大橋隆憲，野村良樹

共著『統計学総論』上，有信堂， 1963年 10月刊， の「序説 統計学の学問的位置Jお

よび「第 1編統計学基礎論J中の「第 l章統計理論の定式化と形式主義ftJ<J)内容

であるの大橋統計学の問題意識E解決をめざす苦闘白きっかけは， すでにそのまえに世

に関われた各著書のなかで随所に現われているが， ヌド著のなかでそれはピークに達した

と考えてよい。

わたしが協力して作りあげた『統計学総論』は， 以下「第2編統計資料論総説」の

なかで統計方法の具体的内容にはいるが， そこでは統計利用者の立場からみて庄倒的に

多くの場合遭遇する「既存統計のみかたJ(第 4章L 手用のために統計資料をみずから

獲得せざるをえないときに必要な手続となる「不足統計資料の作成方法一一標本調査法」

〈第5章〉と続き， その上巻を完結Lてし倍。

い〈つかの事情が重なり，不幸にも『統計学総論~ (下巻〕を書き上げる仕事は未完の

ままで終ってしまった。わたしともども先牛の学問遍歴の刻印がこの個所で空白のまま

残されている事実は，まさに痛恨のきわみである。 しかし下巻の構想はある程度まで固

まっていたL-，部分的に下書きさえおこなわれていたのである。 この機会を得て，わた

しの手許にあるメモに基づき，不完全立がらそ白目次を再現してみることにする。

11 

『統計学総論~ (下学〉の執筆順序にかんするメモー旦竺E生12)1)

第 3編統計資料分析法。体系化

I 統計利用による資料分析方法=統計資料分析i告白意義



l論理的分析左資料分析

(;)概念操作と資料(最中統計資料)操作

元の概企画亙扉存→新たな概念

a)概念の発展の契機はなにか， b)内五二的発展と外生的発展

資料ーヲ加工された資料ープ概念
」一資料操作一一!
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a) I加工された」資料とはなにか， b)加工された資料から概念に到達する

までの飛躍

分析対象と分析手段における抽象性と具象性

(叫いわゆるアナリジスのもつ意味

a)甑合体を要素へ， b)具象物を抽象物へ， c)現実から本質へ

2統計資料

(i)構造的(静態的〕統計

a)横断面分析の素材， b)感性的「状態Jの記述的認識， c)構造的統計による

構成関係の認識の妥当性についてD 構成的関係の全体的普遍，これは一般

的普遍とは異なる

(，i)歴史的統計

a)時系列分析D素材， b)感性的「動向」認識， c)歴史的統計による認識結果

の妥当性についてρ 構成的関係の全体的発展経過〔過程〉

相i)資料一般による判断はいかなる根拠によりなされるか。 質的資料，単なる量

的資料，統計資料，の各場合について

H 静態的・構造的統計の分析方法 構造的諸関係の統計的表現法

1静態的・構造的統計系列と絶対的統計値

(lj質的統計系列と量的統計系列

(ii)場所的統計系列

(iu)絶対的統計値

a)統言l集団白単位要素の総数・部分数， b)統計集団の調査標識の総量・部分

量

2誘導統計値総説
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(i)誘導統計値の区分

{ii)その必要〈認識論的観点からする〉

3.静的統計比率

(i)構成比率

(u)順序比率

a)地域間順序比率と地域指数. b)事物的順序比率と較差指数

(iii)対立比率

a)対立的概念間の直載的比率. b)対立的概念聞の折衷的比率， c)非対立的慨

念聞の関係比率

(吋発生比率

(v)統計比率と平均値との関係。陰伏的〈遊離〉平均

4平均値

(i)計算的平均値

a)算術平均， b)幾何平均， c)調和平均， d)計算的平均値目 般形， .e)平均値

の前提になる(集団の〉形式的同種性と実質的同種性。 いわゆるグループ

平均

lu)位置の平均値

a)中央直， b)技頻値， cJその他

5そり他の誘導値

む)分散と標準偏差。変具係数

(ii)干~l!l'。尖度

6.質的標識閉または量的標識聞の関係の強度

(i)通関関係の分析。連関係数

(u)相関関係の分析。相関係数

a)単純相関， b)多重相関， c)部分相関

(出j回帰関係の分析

E 歴史的統計四分析方法一一発展過程の統計的表現法

1静態的統計の時間的・断片的比較

2歴史的統計系列(時系列〉。絶対的統計値の意味



(i)歴史的統計系列目内容

(叫絶対的変動。階差

3誘導統計値総説

(ェ)誘導統計値の区分

[u)歴史的統計における誘導統計値の(形式的・実質的〉特徴

4. !lfJ8内統計比率

(ェ)増加率。成長率

[u)寄与率

の絶対的寄与本， b)相対的寄与率

5時系列の干均値

(409) 115 

(;)1時期的区分を伴なう平均値ニ社会的・歴史的時聞についての平均値

削機枕的平均値

a)物理的「時間における平均値， b)移動平均値

6時系列の変動分析法

(i)トレンド計算。最小三乗法

(u)季節変動パターンの導出。季節変動調整

(iii)時系列の関係分析=王寺系列の相関関係

何時系列の分析における数理的方法の限界

7指数的分析法

(;)指数の定義と構成要件

a)基準 回定基準と連鎖基準， b)算式平均の比率と比率の平均。総計の比

率

(u)指数的総合の方法

a)総合指数二本来的意味での指数， b)ウェイトの問題， c)総合指数の基本型

ぞれらの問の形式的関係， d)総和指数と加重平均指数

(叫指数的要因分析法

a)複合的量と要因的量， b)要因的是の基本的種目j 内包的要閃量F件延的要

因量， c) 2要因の指数的分析法 (1片目互関連指数， (2)構成変化指数〈標準化

計算)， d) 3要因以上の指数的分析法
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IV 統計的規則性

1歴史的統計におはる統計的規則性

(il大数法則と統計的規則性

a)大数法則の定式化と適用条内， b)統計的規則性の内容

(ii)いわゆる統計的法貝1)，経験的法則，社会科学的法則

2結論ー一社会科学的認識と統計利用

『統計学総論』の「第3編統計資料分析法の体系化」のなかに盛りこまれあはずの

内容は，苛門の方々にはおよそ想像のつくことがら Eあろうが， いま目次を読み返して

みると，い〈つかの分節で執筆の狙いがまだ定まっていない乙とに気付く。特に最後に

挙げられた統計的規則性の章について， 当時最も考えがまとまちなかった状況がほうふ

つと浮かんでくる。 もっともその考え方はζ 〈一般的にではあるが，先生により次のご

とく述べられている。 I史的認識手段としての統計方法の形態1:1:， ... 歴史的統計資料

の形態とくに統計指標体系白時系列によって規定され品が， そこで0基本的な問題は，

大数法則を前提とする数迎技術的処理ではな<， 唯物弁証法と経済理論とを前提とする

統計指標体系回選択〈これは社会的・集団現象的・過程の問題たる側面に対応するもの

でな叶ればならない〕と， そのうえでの統計指標体系の時系列の数理技術的処理とであ

る。重要なととは，統計方法の形態ではな<，統計方法の果す機能でおり，感性的歴史

的認識を理性的歴史的認識に高めることであるJ (~統計学総論』上， 37ページ〉。 この

場合 I統計指標体系の時系列の数理技術的処理」結果にどのような認識的価値を認め

るべきか，については必ずしも明らかではない。恐らく大橋先生の学説全体からむ帰結

として， それは感性的認識。多少とも整序された状態をさす統計的規則性と呼ぶべき内

容のものを指しているがj この統計的規則性の意義についてはなお模索が続けられてい

た4 とは確かである。

III 

『統計学総論」は，さきに述べたように 4編の構成令もっととが予定されており， 最

後の編にあたる第4編を「統計利用論」と名つけることは当時すでに決っていたのその

趣旨は， 先生の持説である統計指標体系を用いた歴史的数量分析の範例を示そうとする
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主主にほかならない。その頃よ〈陸齢、されたが「観念論ばかりやっていてもしかたがな

いからな」ほど先生の心境を言い当てている言葉は他にみあたらない上うに思われる。

統計指標体系のいくつかの構想は， すでに「統計学総論』上のなかで表明されており，

現代資本主義把握白ための統計指標体系の代表例として， 例えば， (1)企業分析， (2)産

業分析， (3)労働者階級の状態(の分析)，等のために考案された指標体系が提示されて

いる。だがそこには利用できる既存統計調査の指示はなく z したがって具体的な数字に

より肉づけされ阻まま荒々しい骨聞が示されたに宙まっている。 しかし目標に向うタイ

ム・スケ ν ュ ルはもう変えようがなかョた。それほ，上記著書の執筆と並行Lて進め

られていた IR本の独占資本家層の実態J~経消評論』第12巻第 7 号， 1963年 7月， r現
代日本の階級構成ー←その統計による研究のためにJI経済論叢』第93巻第 3~， 1964年

3月，の両論文をきっかけ正して，日本の陪組構成を示す指標体系を設定し， そのなか

に具体的な数字をはめこむ仕事に着手されたからである。代表的な統計調査結果からだ

けでは志に叶う数字が求められ阻場合はj あらゆるてだてと自身の足で文字通り東奔西

走，およぶ限りの資料に目が通された。その頃かbわたしは先生をE下して「ただひとり

のー挟主義者」と回目IJ'1，:'軽口をたたいたが， 先生の性格が，生涯のどの時期を問わずま

た問題のいかんを間わず， いったん心で決すれば衆を頼まず立ち向う反骨精神に上って

かたちづ〈られていたことは， 弟子たちにとり身の口きし主る思いのする実感である。

統計利用論にかんする編は，出版上の具体的な事情もあって， そう多くの統計指標体

系を取りあげることはできなかったため， 経済研究上白緊要性とマクロ的視点を失なわ

ぬ ζ とを考えて，国勢調査資料，労働統計， その他若干の統計士用いた「日本田階級構

成」と， 国民所得年報を主に使う「日本田経済情環」とで例示することが決められた。

生産関係と分配関係の表裏性を科学的に実証してみようというわけである。わたしはそ

れ以前多少の知識と論文の執筆経験をもっていたので，経済循環を示す指標体系を選ぶ

こととなった。 ζのような踏J外出しのあと，その仕事は『総論』りなかではついに結実

しなかったとはいえ，先生の『日本の階級構成j (岩波新書，初版1971年)， をはじめそ

れぞれ後年の研究方向に決定的な影響を及ぼしたのである。

統計指標体系の代表例としてF官級構成と経済循環とが選ばれた動機として， 先生が若

い時代から終始持ち続けておられた， 経済分析視角として欠かすζ とのできぬ三方向が

それだとする潜在意識が導きの糸となったことは，疑いないところである。先生自身白
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主要な業績としてはついに丸われることはなかったけれども，先生白波後， 遺品整理に

出向いたわたしたもほ， 先生の書斉の奥深〈にしまいこまれていた戦前戦後の各国の国

民所得，国民経済パランスにかんする資料のひと包みを迭に発見した。恐らく時間が許

せば先生はこの方向での研究を手掛けられたことであろうしz そうだとすればその後輩

出した弟子たもの何人もがこの分野を専門としている ζ とでもあり，今度は衆を具して

のー撲の様相となったことであろう G




