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二〇〇八年の開発途上国をめぐる回顧と最近の動向
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題になったブラジルなどの一人当たり実質
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（出所）アンガス・マディソン（金森久雄監訳、㈶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（Angus Maddison, The World Economy, A Millennium Perspective , OECD, Development
Centreの翻訳）
、付録Ｃの統計表から筆者作成。
（注）単位は1990年ゲアリー＝ケイミス国際ドル。

