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1.はじめにはじめにはじめにはじめに 

1)本稿の趣旨 

私が習った高校時代の歴史の授業では、現在の社会は、「大航海時代 *1) のコロンブスの

新大陸発見やバスコ・ダ・ガマのインド航海路の発見によってもたらされた」、といった教

え方がされていて、コロンブスやバスコ・ダ・ガマの航海で世界が大きく変わった、それ

が現在の社会のあり方に繋がっていったというように理解しました。確かに、16 世紀まで

は、アジアとヨーロッパはシルクロードで繋がっていたとは言え、中近東のムスリム帝国

を介しての情報であり、ヨーロッパ人には漠然としたものであり、新大陸はまだ発見され

ていなく、いわば、それぞれが独立した世界と言える状態でした。現在のような世界経済

の統一のきっかけは、16 世紀であったことには間違いはないのですが、ただ、一般に思わ

れているように、コロンブスの新大陸発見やバスコ・ダ・ガマのインド航路発見が直接そ

の後の植民地時代や現代社会を作ったのではないことは理解すべきと思います。現在のよ

うな世界に繋がっていくのは、実は 16 世紀に成立した、世界貿易路の確立と、貿易で基軸

通貨として決済ができる貿易用銀の成立で流通が世界的に繋がったことが世界を変えたと

見るべきだと思います。この世界が繋がったシステムの成立の上に、17~18 世紀にかけて、

ブルジョワジー層（中間層）の成立、彼らの生産市場と消費市場を急速に作り出し、商品

流通の大衆化を行っていくという、今ある世界の原型を完成させていったと見ることが妥

当と考えます。つまり、1 つの発見や発明で歴史や社会のしくみが変わるわけではなく、探

検も含め、社会のいろんな試みや変化、例えば金融社会でのさまざまな試み、貿易や通貨

の流通の上でのさまざまな試みや変化、そういったものがシステムとして繋がり、連携し、

歴史や社会のしくみが変わっていったと考える考え方の方が、歴史を見る上で妥当ではな

いか、その、見方の上で、現在の世界や社会の成立の過程を理解することで、今後の課題

を歴史の中から引き出せると考えられるのではないかと思います。還流文明研究会では、

現在ある世界やシステムが、資源の枯渇や金融の行き詰まり、国家の財務破綻で近い将来、

大きく変わらざるを得ないという議論がなされていますが、将来的に変わらざるを得ない

世界を考えるに際し、今ある世界が 16 世紀をきっかけに、どうのように成立し、どのよう

に変化をしたのか、その変化のしくみを、金融、貿易、国の興亡のプロセスという観点か

ら再確認することで、文明の還流における課題を議論してみる際の参考になるのではない

かと考え、このテーマでのプレゼンテーションを行うことにしました。 

 

2)本稿での主な説明事項 

 この小論では以下の事項について説明を行っています： 

・16 世紀以前の世界はどのようなものであったのか？ 

・16 世紀の大航海時代で何が変わったのか 

・金融の点でどう変わっていったのか？ 
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・産業育成の点でどう変わっていったのか？ 

・スペインとポルトガルは 17 世紀以降、なぜ成功しなかったのか？ 

・西洋の「吾唯足知」的観念がどう変化していったのか、なぜ主体になり、利益や欲望を

適度に抑え、精神や環境と調和した生活様式に徹していけなかったのか？ 

 

なお、本稿では、とりあえず 16-17 世紀前半を中心にし、本格的な植民地時代である 17

世紀後半～18 世紀や産業革命とその後については、次回以降のプレゼンテーションで行い

たいと思います。また、一応、取り上げているのは 16 世紀としていますが、これは航海時

代とその後の植民地時代前期までを中心に扱うという意味で、厳密に 16～17 世紀を扱って

いるという意味ではありません。また、金融や産業育成では、さらには歴史では、だれが、

あるいはどこが最初という議論は時として意味がないことがあります。この頃にこの地方

での変化が次第に伝播していったという話としていただければと思います。 

 

3)本稿での前提としている考え方、見方 

 歴史を論じる場合に、いろんな見方があると思われますが、本稿では、世界をシステム

（しくみ）と見て、そのシステムの種が生まれ、変遷し、今日のシステムが形成されてい

ったというように歴史を見ています。 

 また、歴史を、現代の金融、産業育成のシステムや考え方が発生した過程や背景に中心

を置いて、歴史を論じようとしていますが、産業育成に関しては、欧州での全体的な流と

並行して、ポルトガルとスペインの歴史の中での興亡という観点からも論じています。 

 

2.16 世紀まで世紀まで世紀まで世紀までの世界の世界の世界の世界 

 16 世紀の大航海時代で世界が繋がった世界以前の世界は、厳密に繋がりが無かったわけ

ではないが、基本的には独立した世界と言えると思います。細々とした陸海のシルクロー

ド交易がアジアとヨーロッパにあったものの、 

－中国を中心とした世界 

－中国との海上交易はあったものの、中世日本 

－クメール帝国などの東南アジア世界 

－アラビアや東南アジアとは海上交易があったものの、インドを中心とした世界 

－グローバルに近い海上交易を行っていた、アラビアを中心とした世界 

－中世的ヨーロッパ 

－新大陸のインカ帝国、アステカ帝国 

といった塊が、あるいは細い貿易関係を持ちながらも、お互い漠然としたイメージしか持

てない、あるいは、全く繋がりを持たない世界が広がって存在した状態でした。さらに、

ヨーロッパ自体も、 

－アラビアとの交易で潤っていた北部イタリア 

－北縁のマーケット、フランダドル 

と 2 つに分かれていた状態でした。しかし北部イタリアには、限定的ではあれ金融システ

ムや産業育成システムがさまざまな試みの中で成立し確立しようとしていました。 

 

1) 中国（明） 

中国は基本的には陸上の領土支配に関心があり、国際貿易や海外に植民地を求めるとい

ったことには関心がありませんでした。明の永楽帝の時代、鄭和を大航海に派遣するなど、

海上に目を向けたことはあったのですが、朝献を外国との国交の基本にしていて、民間の

海外との交易を禁じ(1372：洪武帝の海禁令)ていて、3 代目の永楽帝が首都を北京に移し、

北方の国防重視の政策を摂ると、海外に目を向けることは無くなってしまいました。永楽

帝の時代、鄭和が 1405 年から 1433 年まで計 7 回の大航海を行い、その航海は東アフリカ

にまで達しています。ひとところ騒がれましたが、鄭和はアメリカ大陸まで航海したとい
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う仮説を提唱している学者もいます。また、鄭和の航海も、交易路開発や海上交易支配と

いったことを行っていなく、親睦や献上を求めることが中心でした。朝献という伝統的な

中国の考え方から、あえて海外の国を支配するといったことは行っていませんでした。ま

た、技術的にも当時の中国は圧倒的に進んでいて、象牙、香辛料といったものをインドや

東南アジアの国から輸入することはあっても、王朝の政治を司っていた政治トップから見

て、中国が貿易で欲しいものが特にあったわけではありません。時代は下りますが、1792

年に英国大使ジョージ・マカートニーが中国の清朝乾隆帝に貿易交流を求めたことに対し、

「我が国は豊かであり、特に不足しているものは無いので、特に交易を行う必要はない。

ただし朝献は友好を求めるものであり、拒まない。」という返答を行っていることは印象的

です[1]。この態度や考え方は明朝時代も同じだったと思われます。海上交易（海のシルク

ロード）で東南アジアやインドとの交易はあるのですが、貿易量は限界的でした。インド

や東南アジアでは、中国の陶器や絹などは欲しがるが、中国側からはあまり欲しいものは

無かったと言えます。また、シルクロードでの陸上交易はあるのですが、ラクダで運搬す

るので物流量が限られていたこと、海上交易と同じで、中国の絹製品や陶磁器などは中央

アジアでは欲しがられるが、中国側では中央アジアで産するものに特に欲しいものはあま

りなかったのが現状です。 

ただ、16 世紀後半になり、一条鞭法という、税を収穫物で納入するのではなく、銀で納

入するしくみに変えたので、銀の需要は高まり、その後は、銀の需要が生まれると同時に、

通貨を銀に変えました。これも、大航海時代後期の話ですが、明では、銀貨の鋳造量が十

分ではなく、国際貿易決済基軸通貨になっていたメキシコ・ドルがそのまま中国で流通す

るといった事態も起き、政府は何度も禁止令を発令しています。 

（注：中国との貿易決算で用いられ、中国でも流通していたのは、銀貨というよりは、一

定の重量の銀を塊にしたもので、馬蹄銀、銀錠などと称されるものが中心でした。少し時

代が下りますが、ヘディンやスタインなどのシルクロード探検記録を読むと、現地通貨と

して、馬蹄銀を用意したという記載が見られます。） 

 
図 2-1：大航海時代以前の世界 
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何を以ていつからというのは歴史では難しい事項ですが、16 世紀に確立した世界貿易の

ネットワークに中国が自らの意志で結びついていったのは、メキシコ・ドルに合わせて独

自の貿易用銀貨を発行するようになった清朝末期と言っていいのだろうと思います。ただ、

早くも宋朝には紙幣を発行し、金、銀などとの交換率を定めているので、通貨貨幣制度と

いう点ではすでに宋朝でシステムが成立していたと言えます。明朝も、この宋朝、そして

続く元朝のシステムを踏襲して紙幣を発行しています。ただ、明朝では、少額での貨幣を

担う銅銭は経済状態に合わせて発行されたわけではなく、日本など海外に流失するという

こともあり、不足するという事態も起きています。 

 

 中国は基本的に強力な中央集権的統治システムを採択してきて、また、隋代に確立した

科挙を基にした官僚制度で統治するという、当時としては一番すぐれたシステムを採択し

ていました。科挙という、能力を試験結果で評価し、評価された能力によって官僚を採用

するというシステムは形を変えて現在の統治システム、あるいは行政システムに取り入れ

られています。試験内容が儒家思想に限られてしまったというか、中国的な当時の政治思

想体系をベースにしていて、現代の社会科学的思想体系と違ったものであり、中国の世界

治安の思考も、中国を中心にした思考（中華思考）であり、16 世紀以降に成立した競争的

な思考とは異質であり続けられたことが歴史的には悲劇であったとも考えられます。統治

という観点から見ての思考で、儒家思想とキリスト教の思考の比較が、古くからマックス

ウェーバーなどの学者によっていろいろ論じられていますが、私自身は、たまたま西洋が

先の 16 世紀の大航海時代に世界システムを確立してしまったために、現代の統治という観

点から見ての思考が、キリスト教的なもの、そして西洋科学思考的なものになってしまっ

ただけで、もし、明代に明朝が先に、世界貿易システムのようなものを、鄭和の大航海を

きっかけに確立していたとしたならば、あるいは儒家思想をベースにした統治システムが

全世界で採択されていたかも知れないと考えています。ただ、これに関しては、儒家思想

ゆえに中国が、中国という世界から外に出ていけなく、世界システムを打ち立てられなか

ったというマックスウェーバーなどからの主張があります。 

 もう一つの可能性として、当時、中国南部まで勢力を広げていたアラブ商人たちの国際

貿易ネットワークをベースに、イスラム思想による統治システムを、中国文化圏以外で確

立させ、徐々に世界システムとして確立していけたとも考えられますが、16 世紀の大航海

時代以降の西洋の進出スピードが極めて急速であり、かつ、銀を多量に供給する新大陸と

いう要素が加わったために、やはり成功できなかったと考えています。 

 

2) 日本 

足利幕府時代の日本は陸上の領土支配を巡る争いでした。戦国時代で、支配者が海外に

目を向けるようになるのは、織田信長や豊臣秀吉などが登場するようになってからです。 

少し古い時代からの日本における貨幣と経済の変遷を見てみましょう。基本的に、日本

では、奈良時代から江戸初期まで、物々交換でした。貨幣が広く通用し、本格的に貨幣経

済になるのは、1636 年の寛永通宝の発行と匁銀、小判が明確な交換率を幕府が定めて以降

の話です。奈良時代(708 年)に日本最初の貨幣と言われる和同開珎が発行されています。 

日本最古の鋳造貨幣については異論があり、683 年頃に発行された富本銭を最古とする説

もありますが、宮本銭は祭儀用とも考えられています。現在の所、流通が確認されている

最古の日本製鋳造貨幣は和同開珎ということになっています。この 708 年に発行された和

同開珎は、銅銭 4 枚で銀銭 1 枚という、銀の価値に裏付けされていたものでした。朝廷は、

貨幣で官僚の給与や役夫の代金を払うとか、税金を貨幣で納入させるといった、貨幣を流

通させるためのさまざまな試みを行うのですが、奈良時代、平安初期は、基本的には物々

交換で、銅銭が通用するのは、京都及び近畿地区だけだったと思われます。また、銀貨発

行はすぐにやめてしまいますので、実態として、流通する銅銭の貨幣としての価値は米や
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布などの物で暗黙的に裏付けられていたと考えられます。ちなみに、726 年の山背国が朝廷

に収める税金は、布 1 常に対して 5 銭の比率で、銭で収められています。また、711 年の記

録では、1 銭で穀 6 升（米で 1 升 2 合）という朝廷からの購買比率の公示がありますので、

米や布といった、汎用流通品での価値の裏付けで流通していたことが伺われます[2]。 

 

 
図 2-2：日本で鋳造された及び流通していた貨幣（画像は Wekipedia 掲載のものを利用） 

 

貨幣は価値を代用するものなので、価値を代用できれば、あるいは、価値を、取引を行

う当事者同士で価値代用を認め合うことができれば何であってもいいのですが、米や布な

どの、汎用的に流通する消費財での代用は、生産と消費の時期によってかなり大きな流通

量とそれに伴う価値の変動があること、商品劣化があることなどからの流通の消耗品であ

るということから来る制限を受けてしまいます。そのため、貴重さが共通的に認められ、

かつ消費材ではない金や銀、あるいは銅貨といったものを使うようになったというように

貨幣の歴史では考えられています。江戸時代に通貨が発行されるまでは、日本は、米や布

などの汎用流通商品が貨幣代わりの世界だったと言えると思います。 

しかも、朝廷は、958 年、乾元大宝を最後の鋳造通貨として発行して以降、銅銭を発行し

ていませんので、平安期以降、日本中に通用する貨幣（流通貨幣）は存在しなかったとい

うように言えるかもしれません。これは、平安期後期から、日本は戦乱時代に入り、いわ

ゆる日本中に認められる安定した権威が存在しなかった、従って、通貨を発行したとして

も十分通用しない状態であったと考えられます。 

ただ、京都など都市部では、物々交換ではあまりにも非効率なので貨幣が必要とされ、

そのため中国から、永楽通宝などの多量の銅銭が輸入され、都市部での通貨に利用されて

いました。あえて言ってみれば密造ですが、私造銭も発行され通用しています。私造銭の

製造には利益を求めてという部分もあるのですが、流通で不足する銅銭を補おうとした面
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もあると思います。 

武田信玄などの武将が、領土内で採掘される金や銀を基に、金貨などを発行しています

が、通貨としての流通は時代的にも地域的にも限られたものでした。 

再度日本で流通貨幣が鋳造されるようになったのは江戸時代の徳川幕府の時代になって

からで、1636 年、寛永通寳が発行され、1,000 枚で金一両、銀 50 匁との交換率が定められ、

金及び銀によって貨幣の価値が裏付された流通貨幣として流通するようになりました。こ

の時、それまで通用していた私造銭などの悪銭も 4 枚で一枚の永銭という交換比率が定め

られています。面白いことに、朱印船を中心とした日本と海外との貿易で流出したものと

思われますが、寛永通宝は、インドネシアなどでも古銭として発見されていて、日本人町

を中心に流通していたと考えられます。[3] 

米が準貨幣として通用し、流通や経済を廻していたとする見方も可能ですが、本稿では、

貨幣経済の前段階、物々交換の発達した段階というように考えます。これでは、基本的に

交易システムは物々交換で、消費財でもあるので、貨幣による交易と比べ、物理的な物量

の制約を受け、さらに、交換の機会の制約も受けるので、このしくみが機能したのは江戸

時代前期までと考えられます。主に供給される貨幣の制約（信用性、広域汎用、性流通量 ）

から、江戸時代までは、ルネッサンス・イタリアなどの西欧に比べ経済発展や産業育成は

限界的であったと見ることができるように思います。 

この時代、日本と海外との交易は、主に倭寇と呼ばれる人々が担っていて、日本からの

輸出品は銅、銀、刀剣類などが代表的なものでした。 

16 世紀に確立した世界貿易のネットワークに日本が自らの意志で結びついていったのは、

メキシコ・ドルに合わせて独自の貿易用一円銀貨を発行するようになった明治からと言っ

ていいのだろうと思います。 

 

3) インド 

 大航海時代前のインドは、北部は、デリースルタン朝が、南部はヴィジャヤナガル王国

が支配している時代で、彼らは陸上の領土支配を巡る争いには関心がありましたが、海外

貿易自体にはあまり興味はありませんでした。北部はムスリムが支配していましたが、イ

ンドは基本的に農村を中心としたヒンドゥ社会で、ムスリムの支配者は、その上に乗っか

かっていて、人頭税を徴収していただけと考えられてます。 

ただ、ゴア、コーチンなどのインド西沿岸はアラビア貿易で栄えていて、アジアの国際

貿易拠点として繁栄していました。ヒンドゥ商人も国際貿易に従事し、海外にも出かけて

いますが、ムスリムのアラビア商人が主導権を握っていて、彼らの貿易ネットワークは、

東はインドネシアや中国南部にまで、西は東アフリカ沿岸のソファラまで達しています。 

インドから輸出されるものとしては、インドで生産される綿、綿製品、藍、砂糖、ギー

という油（香油用）、胡椒、生姜、シナモンを含む香辛料が主なもので、輸入品は、東南ア

ジアからもたらされる香辛料（丁子、胡椒など）、中国からもたらされる絹、絹製品、陶磁

器、アフリカから中近東経由でもたらされる象牙、犀角、金、中近東からもたらされる鉱

物（陶磁器の染付に用いるコバルト、絵具用の瑠璃、染色用のミョウバン）などでした。

利用できる資料が限られていたので、インドで流通していた貨幣について詳しく調べるこ

とはできませんでしたが、西インド沿岸でのアラブ人商人と、インド商人との貿易決済で

は金や銀が使われていたようです。 

 

4) 東南アジア 

 東南アジアの南西部に位置するインドネシアのマジャパヒト王国やカンボジアのクメー

ル帝国などは、もともとはインド人移住者が建設した植民地から帝国に発展した地域と言

えるでしょう。一方、1402 建国のマラッカ王国やベトナムなどは、中国への貢朝で中国と

の関係を保っていました。アラブ商人が交易を行い、交易拠点を作り、インドネシアなど

では、アラブ的文化によるスルタン制の統治も行われています。アラビア人が海外貿易の
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主権を持っていて、インドの綿製品、中国の絹製品、陶器などを輸入し、丁子、ニクズク、

胡椒などの香辛料をインドや中国に輸出していました。主にベトナム沖で捕獲されるサメ

の皮が、日本刀の柄を飾る原材料として日本に輸出されていたのは面白い現象です。地政

学的な理由から、マラッカが中国と東南アジア、インドを結ぶこの地域の海外貿易の交易

拠点になっていました。マラッカ王国は、ムスリム商人がこの地に来て貿易を営むことを

推進するために国王がムスリムに改宗し、スルタンを称するようになりました。こうして、

貿易を通じて地域の主権者をムスリムに改宗させていくことで、東南アジアはムスリム商

人の貿易ネットワークに組み込まれていました。 

 取引はバーターが中心ですが、決済には金や銀が使われていて、貿易では黒字で、金銀

が蓄積していったようです。 

 前後する部分や少し後の時代もありますが、倭寇や、後に朱印船、さらには、日本には

絶対的な権力というものが不在だったので、許可を受けないまま海外貿易に携わり、日本

人町など、貿易拠点をタイ、ベトナム、フィリピンなどに形成していき、日本人も東南ア

ジア貿易に参画していますが、対外国貿易では赤字で、かなりの銀が貿易決済のために海

外に流れています。当時は、石見銀山など銀が多量に日本でも発見された時代なので、こ

の膨大な日本の銀も海外貿易を支えていました。 

 

5) アラビア 

 イスラム王朝が、地中海及びインド用、太平洋アフリカ海岸の海上路と、中国・欧州間

の陸上交易路を握って栄えていました。ただ、イスラム王朝も一体となったものではなく、

ペルシャを中心とするチムール朝、トルコを中心とするオスマン・トルコ帝国と、エジプ

トを中心とするマルムーク朝、さらには、モロッコを中心とするファーティマ朝、そして

イベリア半島の後ウマイヤ朝が君臨し、ファーティマ朝は滅びつつあるイベリア半島の後

ウマイヤ朝を、志向的な違いから支援しようとはしませんでした。ファーティマ朝は遊牧

民的で征服を志向していましたが、後ウマイヤ朝は耕作民的で、灌漑を行い地中海的な農

業を営み、文化を大切にしようとしていました。 

オスマン・トルコやエジプトを中心とするマルムーク朝を中心としたアラブ世界ですが、

アフリカや東欧から輸入した奴隷を使い、貴族や金持ちは農園を営み、砂糖などの作物を

栽培し、家内工業では、熟練奴隷を育成し、ダマスカス刀など優れた工芸品を作っていま

した。優れた工芸品もそうですが、戦争の絶え間がなかった当時、優れた刀剣類も喜ばれ

た輸出品でした。 

刀剣類の優秀さは、鉄の質と 2 種類の鉄（鉄、鋼）の組み合わせ（鋳鉄）によって決ま

ります。鉄を鋼で巻き多層にする、あるいは混ぜるのですが、この技術があり、知られて

いたのは、日本と中近東のダマスカスぐらいで、広く知られていたわけではありません。

鉄と鋼を組み合わせることは、欧州の、当時の普通の村の鍛冶屋でできるようなものでは

ありませんでした。日本もそうですが、西欧でも、ドイツなどのマイスター制度等の確立

による技術の高度化でやっと生産可能になったものです。それまでの刀剣は、使われてい

る鉄の質から考え、よく折れ、よく曲がったものと思われます。 

中近東からは、インドで調達されてきた絹、絹製品、砂糖、香辛料（丁子、胡椒など）、

陶磁器、コバルトなどの鉱物、家内工業で作られた金銀細工、刀剣類、織物が輸出され、

アフリカから調達される象牙、奴隷、金、東欧から調達される奴隷（マムルーク）が輸入

されました。 

 もともとは、8 世紀ごろにイラク南部で行われたようですが、奴隷を使ったプランテーシ

ョン農業で、砂糖黍、麦などが生産され、その後、キプロスなどの地中海の島で、奴隷を

使い、砂糖黍プランテーション農業と言えるものを行い、砂糖をイタリアやスペインなど

にも輸出していたことが注目されます。この営農方法と砂糖栽培が、時代を下り、植民地

時代となった際に、スペイン人、ポルトガル人、オランダ人、英国人やフランス人によっ

て世界に広まりました。十字軍がキプロスなどの地域を通過した際に、砂糖黍のことを知
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り、砂糖黍をヨーロッパに持ち帰り、栽培を試みたが成功しなかったという記録もありま

す。奴隷を使ったプランテーション農業は知識として、ユダヤ人が伝えたと思われます。

熟練工と言って良い工芸能力のある奴隷を使った、近代の工場製造を思わせる製造のしく

みがあり、あるいは奴隷を使った砂糖のプランテーション農園を営んでいたことなどから、

近代の産業のやり方の芽のようなものを見ることができます。アラブ人は、南ヨーロッパ、

北アフリカ、中近東と 3 大陸を抑え、インド洋と太平洋の西側に貿易ネットワークを築い

ていたので、彼らが世界システムを作り出してもよかったし、そのチャンスはあったと思

いますが、オスマン・トルコ以降の停滞や政治的分裂、そしてあまりにもヨーロッパのブ

ルジョワジーを中核とした世界システム構築が早すぎ、それに対抗していけなかったこと

で成功しなかったのではないかと考えています。 

 中近東ではあまり金が採掘されないので、中世アラビアの経済繁栄は貨幣の点でどう支

えられたのか興味があり、少し研究したことがあります。結論としては、かなりの量の金

が、アフリカから 2 つのルートで中近東に供給されていたようです。1 つは、ペルシャのシ

ラジ出身の商人たちと言われているアラブ商人たちが築いた、アフリカ、スワヒリ地域を

繋ぐ貿易都市国家のネットワークで、ジンバブエからソファラ港を経て、象牙、奴隷など

と共に金が需要な輸出品として運ばれています。もう一つのルートはサハラ砂漠を超えて

運ばれてきたもので、アフリカ産の金が、貨幣流通の点から、中世アラビアの経済発展を

支えたと考えられます。 

 イスラム帝国は、当初はビザンティン帝国やササン朝ペルシャ帝国のコインをそのまま、

使い、やがてそれを模したコインを発行し、695 年に独自にディナール金貨、ディルハム銀

貨、ファルス銅貨を発行するようになります。アラブの貨幣はあちこちの国で、古銭とし

て見ることがあり、当時のアラブ商人の活躍に驚かされます。オスマン・トルコもアクチ

ェ銀貨を発行し、兵士や官僚に銀貨で給与を払っています。 

 

6) 中世的ヨーロッパ 

ヨーロッパは、アラビアとの交易で潤っていた北部イタリアと、ハンザ同盟の交易で活

性化していたヨーロッパ北部が繁栄地域で、その中心はフランドル地域のブリュージュで

した。 

イタリアは小さな都市国家が争う状態でしたが、フィレンツェ、ジェノバ、ベニスが共

和国として貿易の覇権を争っていました。ミラノとナポリはやがてフランスに支配され、

ローマは教皇が支配していました。海外貿易では、アラビア圏で調達した絹製品や香辛料、

高級工芸品などの商品をヨーロッパに供給し、膨大な利益を得ていました。この貿易圏を

巡って、海岸に面した 3 都市、ジェノバ、ベニス、ピサが争い、ベニスが最終的に勝利を

収め、ベニスとアゾレア海の海上支配、そして、地中海のアレキサンドリアとイタリアを

結ぶ線の東側の船の通行権、交易権を独占してしまうようになりました。エジプトのアレ

キサンドリアから輸入される絹や香辛料の取り扱いはベニス商人によって独占され、争い

に負けたジェノバは、ベニスの商人の支配が及ばない、イタリアから西の地中海での交易

に活路を見出さざるを得なくなります。当時後進地帯であったスペインやポルトガルに乗

り込み、スペインやポルトガルが海外への航海に出る支援をしたり、スペインやポルトガ

ルでの産業開発の支援を行っていることは注目されます。スペイン人やポルトガル人に、

航海術、造船術などの航海に必要な技術を伝えたのはジェノバ人であり、新大陸発見の航

海を行ったコロンブスはスペイン人ではなくジェノバ人でした。ジブラルタル海峡を越え

て、フランドルや英国などへの航路を開発したのはジェノバ商人と言われています。ただ、

この航海や北方との交易が可能になったのは、スペインでのレキシコンが進み、スペイン

南部のムスリム勢力が海上通行の脅威とはならなくなった 14 世紀以降のことです。 

北方のフランドルやドイツ沿岸は、主に木材、毛皮、海産物といったものが中心となる

交易品でしたが、ハンザ同盟の貿易で栄えていました。残念ながらその他の地域は、スペ

イン、ポルトガル、英国も含め後進地域で、あまり見るべき産業発展はありませんでした。 



9 

 

 

6-1) 北部イタリア 

 13～15 世紀に北部イタリアで金融産業が生まれ発展していきます。これは、次のような

プロセスで起きました。農村を支配していた貴族が次第に都市に移住するようになります。

彼らは、都市の不動産と都市近郊の農村部の不動産を買占め、原料確保と流通保障による

手工業者の掌握を通じて、毛織などの手工業に乗り出します。中には官職を買収し、政治

的権利を使って富を増やそうとした貴族もあります。こうした都市貴族は、最初は不動産

ビジネスを志向していきます。これは、土地に投資し、都市部の不動産を買い込み、住宅

建設やレンタルで儲けるというもので、不況でも土地に退避できるという安心感がったも

のと思われます。こうした貴族の中には、さらに、都市近郊部の農村を買い込み、羊毛、

ブドウ酒、オリーブ油などの製品を生産するということを始めました。ただし、この貴族

の土地の買い込みによって、農民が零細化し、中には土地を追われる農民も発生しました。

こうした、羊毛やオリーブ油などの原料を生産する者の中にから、ビジネスを広げるため

に、自分で生産した原料や調達した原料を熟練工に渡し、織物などの生産を行わせ、完成

した製品を買い取り、販売や輸出を行う商人が発生してきます。原料供給と製品の買い取

りで職人に収入を保証すると共に、自分にとっては、製品生産が確保されるわけです。現

代で言う製造を外注化した会社といったところでしょうか。こうして、イタリアでは、毛

織物や窯業などが栄えていきます。ただ、こういったビジネスマンになった貴族も、製造

部分を内製化しようとして、ギルドに製造職人を独占され、うまくいきませんでした。製

造工程を内製化した製造販売ビジネスは、ギルドの職人との争いや打ちこわしなどを経て、

産業革命期の英国で、製造にギルド所属の職人を使わなくと、機械化などで代替できる部

分を増やし、非熟練工主体に製造することで、やっと成功するようになっていきました。 

こういった方法でビジネスを広げ、生産させた商品を国際貿易で海外に販売するように

なる大商人が出てきました。さらには、ヨーロッパの主な都市やアレキサンドリア、地中

海沿岸都市に支店や業務提携を行う店を構え、ネットワークを築いていきます。 

こういった商人の中から、コンパニアと呼ばれる、商品の生産、売買と併せて手形や為

替などの、今で言う金融業務や銀行業務のようなことも行う会社も現れてきます。現代の

総合商社のような性格の会社と言えるでしょう。この総合商社と銀行が混在したようなコ

ンパニアの中から、銀行が生まれていきました。さらには、コンパニアの得意先や取引先

の間で、口座振替のようなサービスも行われ、例えば、フランドルで行った取引の代金を

イタリアのフィレンツェで受け取るといったこともできるようになっていきました。 

 土地だけでは利益が不十分と考える商人は、製造業よりもむしろ金融業に進出していき、

北部イタリアに金融業が栄えていきます。こうした金融業者の中には、スペインやポルト

ガルの王家や貴族も含め、ヨーロッパの王家や貴族に資金を融資する銀行も現れます。14

世紀後半から 15 世紀になると、ヨーロッパの王家中には、戦費調達をこういったイタリア

の銀行に大幅に依存するものも現れるようになります。 

 銀行の発達は、こういった都市に移り住むようになった貴族から生まれただけではなく、

もう一つ、両替商からも発達していきました。教会が、キリスト教徒に金銭の貸し借りで

利息を取ることを禁止していたので、当時はもっぱらユダヤ人が両替業務を行っていて、

通貨の交換に際して、換算率の上乗せということで利益を得ていました。やがて、利息や

利益をあからさまにではなく隠した形で採る、あるいはあからさまな金銭の貸し借りでは

ない形でお金を貸すといったことを行う会社が現れます。例えば、実際には注文はないの

だが、あたかも注文を受けた手形を引き受けたかのようにし、お金を出す（偽装貸付だが、

お金を貸したとは言えない）とか、発注と支払間の為替による利益を含めた手形引き受け

などを行う会社が出現しています。銀行や融資を提供してくれる金融会社の出現は、商人

が、融資と自己資金をベースに、船を購入し、貿易を行うなど、当時のベンチャー・ビジ

ネスを可能にしました。（もっとも、不動産ビジネスなどに比べての話ですが。）（注 2） 

主に北イタリアとフランドル、そして欧州の主要都市だけの話ですが、13 世紀末～14 世
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紀初頭に海上輸送保険が発明され、15 世紀には陸上輸送保険、生命保険が生まれます。14

世紀後半には、銀行預金者間で口座振替ができるようになり、次いで為替手形発行や小切

手発行ができるようになり、現金移動を伴わない取引が可能になっていきます。現金移動

を伴わない取引は、取引額（量）の増大、取引期間の長期化を可能にした点で革命的と言

えるものでした。また、イタリア商圏内ですが、ベニス発行のドゥカート金貨あるいは聖

ルイ 9 世のトゥルノア銀貨などを決済通貨にして取引を行う、あるいは基軸通貨として決

めて商売を行うというという、国際貿易決算通貨、基軸通貨の考え方の芽が生まれていま

す。こうした為替手形、貸付、保険などの金融技術や先のコンパニオンで行っていた口座

振替や為替業務、戦費調達などが、今日の金融ビジネスに洗練されていきます。 

また、先のコンパニアの中から、フィレンツェのメディチ家、ストロッツィ家、ベニス

のグアルディ家、ジェノバのドリア家などが生まれていき、メディチ家などは法王を出し、

フランス王妃をだし、トスカニア大公になっていきます。また、金融産業をリーディング

産業としたイタリアの繁栄がルネッサンスを生み出したことはご承知のことでしょう。 

 

注)13 世紀後半に、トスカナとベニスで複式簿記が導入され、14 世紀には中・北イタリアに、

次いでフランダースに広まっていきます。アラビア数字の採択と複式簿記の発明が、イ

タリアのルネッサンスに代表される商業を中心とした繁栄を生み出す技術原動力になっ

たと言われています。両替商では、南仏のカロール人、ロンバルディア人、ユダヤ人が

有名でした。 

 

6-2)北部ヨーロッパ 

北縁のマーケットとしてフランドルを中心とした地域が栄えていました。もともと北部

ヨーロッパは、12 世紀に成立したハンザ同盟の都市間の貿易で栄えていました。特に 4 大

商館があったロンドン、ノヴゴロド、ブリュージュ、ベルゲンが貿易中心地で、ブリュー

ジュは毛織物の集積地として栄えていました。ただ、金融業が発達していたイタリアでの

取引とは違い、取引はバーターもしくは金銀での決済であり、扱われるものも、ノヴゴロ

ドなどロシア方面からの毛皮、ドイツからの木材、ポーランドからの穀物、イギリスから

の羊毛など、バルクと呼ばれる、重量品、あるいは薄利多売品でした。これに対し、イタ

リアから輸出されるものは、バリューと呼ばれる、胡椒や高級毛織物、高級工芸品など、

あまり重量が嵩張らなく、単価が高く利幅が大きい商品でした。イタリアでは、銀行口座

振り込みや手形決済などの金融システムが発達し、普及していましたが、北部ヨーロッパ

の交易では金融システムは未発達でした。 

バーター取引の部分も依然としてありましたが、14 世紀~15 世紀にはイタリアからフラ

ンドルに抜ける道も確立し、イタリアから資金も流れるようになり、交易量が増えていき

ます。レコンキスタ運動が起き、アラブ人勢力が駆逐され出し、ジブラルタル通行に脅威

ではなくなると、イタリア人商人、特にジェノバ商人は、スペイン、ポルトガルを含め、

北部ヨーロッパの交易に積極的に進出していきます。それまでも、ハンザ同盟間の商品取

引で栄えていましたが、北部ヨーロッパと地中海を結ぶ国際貿易が成立していきます。ポ

ルトガルの塩を北海に運び、ニシンの塩付けにして商品輸出するといった産業開発が行わ

れていきます。 

ただ、北部ヨーロッパは、内陸部に後背地となる大きな未発達市場を抱えていたこと、

また、特にフランドルに言えることですが、ユダヤ人を含む外国人を受け入れ、商人の多

様化、商売の多様化を保っていくことで、中間層（ブルジョワジー）が厚くなり、産業発

達が驚異的なスピードでなされていき、後年、ヨーロッパ世界の中心になっていきます。

イタリアも、黒海沿岸など、後背地になりうる市場を抱えていて、東欧からイタリアに穀

物や家畜を輸入するといったことを行ってはいますが、東欧はオスマン・トルコの支配下

であったことなどから、うまく北部ヨーロッパのようには発展できませんでした。 
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図 2-3：ハンザ同盟（画像は Wekipedia 掲載のものに加工） 

 

これは経営学の研究などで言われていることですが、ビジネスを発展させるためには、

ブランド戦略と呼ばれる高級品の製造に集中するのではなく、大衆向けの廉価品をどんど

ん開発していくことだと言われています。イタリアの発展の限界は、バリュー商品に拘り

過ぎ、販売先を貴族や大金持ちに頼りすぎたことにあった、それに対し、英国やオランダ

の発展は、バルクと呼ばれる薄利多売品をメインにして、大衆向けにビジネスを広げてい

って成功したと言えるのかも知れません。 

 

7) 経済開発・産業開発 

近代世界では、ブルジョワジーと呼ばれる中間層が経済開発・産業開発を担っています

が、大航海時代以前のヨーロッパでは、イタリア以外ではブルジュワジーと呼ばれる層は

未発達で、王族・貴族と庶民という構造でした。共和制を採用したイタリア北部の都市国

家であるベニスやフィレンツェなどは、共和制であり、国王不在だったので、富や資源を

国王や貴族に搾取されず、平民が中間層としてビジネスに投資を行うことで経済開発・産

業開発がなされ、北部イタリアの繁栄をもたらしたというように理解されています。 

その他の地域や国でも資本築盛のメカニズムはあったのですが、資本蓄積は基本的には

王族にのみで、王族はとかく戦争で資本蓄積を浪費し、産業育成の観点が薄かったので、

この時期に経済開発や産業開発はスピードが遅かったというように理解されています。と

いうか、王族から見て、戦争がしょっちゅうあるのでそれどころではなかったということ、

経済開発は戦争による領土獲得で実施されていた、というか、戦争への投資で経済開発を

行っていたと言えるかも知れません。 勝った場合ですが、戦争であれば 1 年以内に投資を

回収し儲けられること、それに対し、自国の産業育成には時間がかかること、産業が未発

達な状態では、輸出できる製品に限界があること、さらには、金融が限界的なので資本蓄
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積が難しいことなどが、王族が経済開発や産業開発に関心が薄かった理由と思われます。

資本の蓄積は最終的には金・銀の保有でしかないが、実は金・銀を基に国際調達で何か商

品を買おうにも、買える場所はフランダースなどの国際貿易が行われていた場所しかなく、

場所が限られていただけではなく、調達できる物も限られていたこともあるでしょう。と

いうことで、この時代の投資者の関心は、毎年継続的に利潤が得られるのは土地のみとい

うことになってしまいがちでした。 

 

もっとも、人口増加で不足する食料を増産するために、中世に大規模に開墾が行われて

いて、ローマ時代、抜けるのに 1 ケ月以上かかったと言われるドイツの森も、かっての広

範囲に広がる森は失われ、フランス地方などは開墾できる土地はすっかり開墾されつくさ

れてしまうようになります。教会などが蓄積した資本や人的資源は、この開墾に費やされ、

この投資によって、教会が地主に、支配者になるという例も増えていきます。教会の集積

資本は開墾に費やされ、土地支配者になることで停滞してしまったのかも知れません。た

だ、教会はまた、異端審問などで膨大な富を得ていて、これらの富がどう使われたのか十

分に分かっていません。レコンキスタでの戦争で教会はミサを行うなどの戦争支援を行っ

ていますし、布教のために牧師を海外に派遣をし、教会建設の支援はしていますが、それ

だけではそう大きな支出とは考えられないので、不思議なことです。 

 それはともかく、現代の経済開発や産業開発の始まりになったヨーロッパの経済開発、

産業開発は貿易と貿易品生産に関係して発達していった毛織物などの手工業からで、最初

はイタリアで、次いでフランドル地域で、次いで英国で起きていったと考えられています。

こういった高級毛織物は、もともとは、タペストリーなどの生産技術を基に、王家をパト

ロンとする職人が、絹糸を混ぜて織物に使ったり、金糸や銀糸を使い、刺繍を行うなどの

高級化を図り、それを、最初は主にイタリア商人やユダヤ商人が扱っていたのですが、や

がて、フランスなどにも生産できる職人が育っていきます。こういった高級商品を作成で

きる職人の中で新教徒などが、宗教弾圧を嫌ってフランスなどからフランドルに技術と産

業が移っていったものです。 

 

8)ユダヤ人 

 ユダヤ人の建国は、民族の祖、エブラムが、中近東のウルから民を率いて、パレスティ

ナにユダヤ王国を建設したのが始まりとされています。ローマ時代、度々反乱を起こし、

135 年のバル・コクバの乱で、ハドリアヌス帝はユダヤ教指導者の殺害、ユダヤ人のエルサ

レムからの追放を行い、これを機にユダヤ人は大量に地中海沿岸のローマ帝国各地に散っ

ていきます。2世紀から7世紀にかけての民族大移動時期、ユダヤ人は地中海沿岸に留まり、

まだこの段階では北部のヨーロッパにはあまり移動していません。ウマイヤ朝のアフリカ

北部及びイベリア半島進出に伴い、ユダヤ人もこの地に住み着き、イベリア半島はユダヤ

人が一番多く住む地域になっていきます。（注 3）やがて、ユダヤ人はフランス地域にも増

えていきます。イベリアのユダヤ人は、イスラムの支配者から優遇され、絹や奴隷などの

売買や商工業の担い手となっています。また、当時、アラビア科学がモスク付属の学校で

教えられ、ヨーロッパ人も多数、コルドバなどにあったモスク付属の学校で学んでいます

が、ユダヤ人は通訳として重宝され、ギリシャ・ローマの文化や科学を継承したアラビア

科学が、ヨーロッパ人に伝えられています。 

 イスラム社会では、人頭税を払うことで宗教も認められ、かなり自由な活動が許されて

いました。イベリア半島でレコンキスタが始まると、ユダヤ人は、「キリスト殺し」の責任

を負うものとして迫害の対象になっていきます。土地所有を禁じられ、農業の道を断たれ、

ギルドから締め出されて職工の道を閉ざされ、店舗を構える商売もしばしば禁じられ、そ

の上、しばしば追放処分を受けるので住居も安定しなく、ユダヤ人は金融をビジネスに選

ぶ他に道がありませんでした。当時、キリスト教会はキリスト教徒に対して金を貸して利

子を取る仕事（金融）を禁じていたので、ユダヤ人は闇商売で金貸しや両替業務を行って
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います。この当時の様子は、シェークスピアの「ベニスの商人」で伺うことができます。

ベニスなどでは、ユダヤ人は、ゲットーと呼ばれる地区に住むことを強制されています。 

 なお、「ユダヤ人」という呼び方はしばしば誤解を受けるとされますが、一応、本稿では

ローマ時代、ユダヤ州を追われたユダヤ教を信ずる民を先祖に持ち、ユダヤ教を信ずる人々

としておきます。 

 定住しなく、しかも被差別民であるのに、金融業などで裕福なユダヤ人はしばしば嫉妬

から迫害の対象や、疫病などをもたらす厄介者という扱いを受けます。イベリア半島でも、

1011 年のコルドバでの迫害、1066 年のグラナダでの迫害を皮切りに、迫害が強まっていき、

1492 年にスペインがコンキスタを完了すると、ムスリムとユダヤ人は、改宗か国外追放を

迫られます。改宗を拒んだユダヤ人は多量に、隣のポルトガルに逃げ込み、このため、ポ

ルトガルのユダヤ人は人口の 10%にも上ってしまいます。あわてて、ポルトガルも、8 ケ月

を切ってユダヤ人に国外退去することを迫ります。ユダヤ人は大きく 2 つのルート、スペ

イン→ポルトガル→オラン（北アフリカ）→アラゴン→アビニオン→イタリア→エルサレ

ムやアレキサンドリアと、スペイン→ポルトガルへ→パンブロナ、ラレド→バルセロナ→

アビニオン→ローマ、リバルノに分かれて散っていきます。レコンキスタと宗教弾圧によ

りスペインを追われたユダヤ人はしかし、地中海にネットワークを築き、オスマン帝国と

キリスト教国との国際貿易や金融に従事するようになります。こうして、大航海時代前に

は、ユダヤ人とイタリア人のビジネス・ネットワークが地中海沿岸やヨーロッパ各地の大

都市にできています。イタリア人のビジネス・ネットワークは、コンパニアを中心にした

もので、イタリア人の血縁などで繋がっていました。これに対して、ユダヤ人のネットワ

ークは血縁を超えた民族性で繋がっていて、ヨーロッパで需要が高かった、中近東産の物

資や中近東経由で調達される絹、胡椒などの産物のヨーロッパへの輸出を担っています。[4] 

 また、この多量のユダヤ人追放に伴い、産業や商業を担っていた中核がごっそり抜ける

ことになり、その後のイベリア半島での産業発展の足を引っ張ることになります。ユダヤ

人が抜けた後をスペイン人の商人や職人が埋めるのではく、イタリア人が進出して埋めて

いくことで、スペインやポルトガルは産業や商業を維持しています。 

 

 これは後のことですが、キリスト教に改宗したイベリア半島のムスリムやユダヤ人にも

平安が訪れたわけではなく、その後の異端審問で、過去に遡って審問され、火あぶりや財

産没収に合っています。多様性や共存を認めなく、過去にまで遡って迫害する狭心性は、

せっかく新大陸を発見し、豊かな植民地を得たにも関わらず、その後の覇権争いでオラン

ダなどに負けることになった要因というように筆者は考えています。 

 異端審問は、キリスト教徒ではない者に対する迫害もありますが、迫害対象者の財産募

集も理由にあったように思います。王族は戦費調達でいつも台所は火の車でしたから、恰

好の収入確保だったようです。また、Toby Green の「異端審問」[5]などでは、スペインが

新興的にキリスト教国として成立し、その国土統治の経験や歴史が浅く、スケープゴース

トを作り出し、統治者に対する批判をかわすというやり方を採択し、矛先をかわして、問

題に正面から向き合おうとしなかったという考え方を主張しています。 

 ムスリムもそうでしたが、スペインに住んでいたユダヤ人の中には、キリスト教に改宗

した多くの旧ユダヤ人たちもいました。彼らは、都市在住人であったため、キリスト教徒

の都市在住人たちから嫌われ、改宗しなかったユダヤ人たちも、彼らを嫌いました。こう

して四面楚歌になったキリスト教改宗ユダヤ人たちは、悲劇に陥ってしまいます。 

 

 筆者だけかも知れませんが、宮廷ユダヤ人と呼ばれる、宮廷に取り入って、融資を行い、

見返りに王族や貴族の保護を受けてビジネスを行っていたユダヤ人も面白い存在と思いま

す。どれだけ政治的な影響を及ぼしたのか分かりませんが、王族の戦費調達は、イタリア

の銀行だけではなく、こうした宮廷ユダヤ人からもあったことが伺われます。ただ、イタ

リアの銀行と違い、ユダヤ人への迫害を利用して平気で借金を踏み倒す貴族や、次期の王
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の継承で前の王の借金が踏み倒され、追放されることもあり、リスクの高いものでした。 

 

9)貨幣 

 貿易の最終決済手段は金あるいは銀で支払うことです。紙幣、あるいは銅貨などの補助

通貨での支払もあるでしょうが、現代以前の時代では、最終決済は、金あるいは銀で支払

われることを前提にしています。ただ、金や銀をその純度と重量を取引毎に調べるのは大

変です。そのため、金や銀を一定の重量にしたもの（インゴット）が決済用に使われるよ

うになりました。これが、馬蹄銀などと呼ばれるもので、金や銀の塊に、重量と純度を証

明する印が刻印され、それを信用して使われるようになりました。 

 やがて、安定した支配範囲や政権を握った統治者が、統治者の保障の基に、一定の重量

と純度にした金塊や銀塊を金貨、銀貨として発行し、取引者は、その重量や純度をいちい

ち計測することなく、重量や純度を信用して取引に使うようになりました。金貨や銀貨は

高額なのでその補助通貨として銅貨も使われるようになりました。 

 国際貿易が行われるようになると、基軸通貨という観念が生まれます。その地域で一番

安定していて、かつ比較的楽に調達できる金貨や銀貨を基に取引を決算していくしくみで、

これによって国際貿易は、為替に対し、より安心して行われるようになっていきます。逆

に、基軸通貨になるためには、発行と流通が安定していて、長期間使われてきたこと、知

名度が高いことが条件になります。イタリア（ミラノ、ベニス、フィレンツェ等）やフラ

ンドルのアントワープなどでは、ベニス発行のドゥカート金貨あるいは聖ルイ 9 世のトゥ

ルノア銀貨などを決済通貨にして取引を行うということが行われるようになっていました。 

 これはその後のことですが、アジアや新大陸が世界貿易ネットワークに組み込まれると、

この世界貿易ネットワークの拠点で共通に使える貨幣が基軸通貨になっていきます。それ

までは、金や銀のインゴットや延べ棒が使われていました。また、基軸通貨として、スペ

イン領メキシコで、豊富な銀をバックに発行された 8 レアル銀貨（メキシコ・ドル）が、

スペイン勢力下にあった新大陸、フィリピン、マカオ、インドネシア、インドなど世界の

主要拠点で通用したので、基軸通貨になりました。メキシコ・ドルは、中国でもそのまま

受け入れられ、通用するということも起きています。逆に、前植民地時代は、スペインや

ポルトガルを追い抜いた英国やオランダですら、彼らの金貨や銀貨は国際貿易の決算用に

は認められなく、このため、英国やオランダは、本国から金や銀のインゴットを運んでイ

ンドなどでの貿易の決算に使っています。 

 

3.16 世紀の大航海時代世紀の大航海時代世紀の大航海時代世紀の大航海時代 

 世界史の教科書では、1492 年のコロンブスの新大陸発見、1497 年のバスコ・ダ・ガマの

インド航路発見、そして、1522 年のマゼランの世界一周がいわゆる大航海時代の出来事と

して取り上げられています。多くは、1492 年のコロンブスの新大陸発見と 1497 年のバスコ・

ダ・ガマのインド航路発見を以て、大航海時代が幕を切って落とされ、欧州列強がどんど

ん探検に乗り出し、世界中に植民地を建設し、現代世界を形成していったという理解を招

きかねない記載がされています。ただし、筆者の理解ですが、これは正しくはないし、コ

ロンブスが新大陸を発見したとか、バスコ・ダ・ガマがインドに行く道を見つけただけで、

その後の植民地時代という時代や世界システムが形成されたわけではありません。世の中

は、筆者の理解では、そんな、一つの発見で世界システムが変わるとか短期に形成される

というようにはなっていないと思います。世界システムといっていい「しくみ」が形成さ

れるには、それなりの時間も必要であり、それ以前のさまざまな試行錯誤が必要だったと

思っています。 

 本格的な植民地のシステムが形成され、「植民地時代」を迎える時代と、これまで述べて

きた、「16 世紀以前の世界」の時代を繋ぎ、植民地時代システムとの間を繋いでいるものが、

「大航海時代」であり、この時代は、「植民地時代」のシステム形成に向けて 3 つのことを

やっていて、それが「植民地時代」に繋がっていったというように、筆者はこの時代を理
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解しています。その 3 つとは： 

・欧州と新大陸、アジアを結ぶ世界貿易路が成立し、世界貿易のネットワークが確立した。 

・世界貿易ネットワークでの貿易の決算で銀が使われ、メキシコ・ドルが基軸通貨として

使われるようになった。 

・生産分業が世界貿易ネットワークに連結して行われ、その一環として、新大陸では奴隷

を使ったプランテーション農業の試みが、また、東欧では農奴による食料生産システムが

成立した。 

と理解しています。 

なお、生産分業とは、ここでは、特産性、品質、生産量、販売価格などを製品競争優位点

とする、主に輸出品を集中して生産することと定義します。少しこの定義は分かりにくい

かも知れませんが、例えばスペインなどでは、羊を放牧し、羊毛を採り、毛織物として加

工し、植民地に輸出しようという試みが行われました。食料を生産し販売するよりも、羊

毛を生産し、毛織物に加工して売った方が、単価が高く、儲かるからです。ただ、そのた

めもあり、スペインでは、食料生産高が人口増加に比べ伸びなく、食料不足が発生してい

ます。特産性とは、その土地でしか生産できないとか、ある特殊な職業集団でしか生産で

きないものを言います。例えば、丁子やニクズクなどの香辛料は、香料諸島と呼ばれたイ

ンドネシアでしか当初は生産できないものでしたので、欧州の各国は、インドネシアの香

辛料の取引を独占しようとして躍起になりました。砂糖も当初は、地中海南部やエジプト

などの熱帯に近い地域でしか生産できなく、北部イタリアやフランスなどに砂糖黍を持ち

帰り栽培しようとする試みが行われましたが、成功しませんでした。 

 

 以上のような観点で見ると、1492 年のコロンブスの新大陸発見は、まずは住民から銀を

搾奪し、住民を使った銀の採掘、そして、奴隷を使ったプランテーション農業への道を切

り開いたことというように理解できます。1497 年のバスコ・ダ・ガマのインド航路発見は、

これにより、欧州とアジアの間での海上貿易路が成立し、多量にアジアの物品が欧州に運

ばれるようになったという意味での、アジアとの国際貿易ネットワークを設立させたこと

と理解できます。そして、1522 年のマゼランの世界一周をきっかけに、欧州と新大陸、ア

ジアを結ぶ世界貿易路が成立したと言えます。 

 しかしながら、それ以前の、欧州でのユダヤ人やイタリア人の貿易ネットワークがあり、

自分達でアジアの物品を輸入しても、その輸入物品が欧州で売れるということが無ければ、

いくらムスリム帝国を滅ぼすという宗教的信念があっても、海外進出を行ったとは思えま

せん。さらには、いくらジェノバ商人の薦めがあったとしても、欧州内で生産分業が成立

し、スペイン、ポルトガルが食料を東欧から輸入すれば食料不足の問題を解決できるとい

うことが受け入れなければ、海外進出に熱心になったとは思えません。 

 

 ただし、その後の植民地時代に見られる以下の 3 つの事項はこの時期には完成を見てい

なく、それが植民地時代に見られるしくみを、この時代には成立させえなかったと筆者は

考えています。 

・搾取、強奪ではなく、交易で、商品や製品を世界各地に輸出し、交易先の商品、製品を

輸入するしくみや観念。 

・植民地で原料を生産し、本国で製品加工を行う加工分業体制 

・ブルジョワジーと呼ばれる中産階級を中核とした産業振興、貿易振興 

 

 大航海時代の欧州の対アジア貿易は、交易というよりは暴力的に搾取、強奪するものに

近かったと言えるでしょう。欧州には武器以外に輸出できるものがなく、搾取、強奪する

しか方法が無かったのかも知れません。新大陸はもっと悲惨で、交易する商品が無かった

ので、金・銀の収奪になってしまいました。程度の問題ではありますが、搾取、強奪では

なくなったのは、英国やオランダが輸出入会社というしくみで貿易を始めたからと言えま
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す。彼らも、最初は、欧州から輸出できる物が無く、金や銀の延べ棒で貿易決済を行って

いました。毛織物はあったのですが、豪華品以外では、蒸し暑いアジアや新大陸、アフリ

カでは使い物にならなく、この地域に衣料品として輸出できるようになったのは、インド

で生産された木綿織物を調達できるようになってからです。最初は、インドの木綿を、欧

州の大衆品として輸入し、その古着を、新大陸の奴隷用衣服として輸出することから始ま

りました。それ以前には、欧州でも肌着や廉価品としての大衆着は麻でした。 

 また、海外貿易は主に王家や貴族が行う事業で、それに下請けとして商人が参画すると

いう形であり、王族主体の産業振興や貿易振興であって、ブルジョワジーと呼ばれる中産

階級を中核とした産業振興、貿易振興では無かったために、スペインやポルトガルは、後

発の英国やオランダに負けてしまうことになりました。王族主体の産業振興や貿易振興は、

官僚が行うために、官僚主義の非効率性で発展が阻害されてしまいがちでした。販売する

物として、販売先である王族や貴族のニーズがあるものしか興味が無く、商品開発や製品

普及というマーケティングの観点が欠落していたからです。さらには、官僚には、与えら

れた業務を処理できればいい、自分に利益があればいいということで仕事を進めがちで、

収賄に負けがちでした。これに対して、英国やオランダでは、ブルジョワジーが出資とい

う形で会社を作り、輸出入を行うので、すでに販売先が囲い込まれている王族や貴族にで

はなく、ブルジョワジーである自分達の仲間に売れる商品の輸入や、売れるための普及を

考える必要がありました。数に限界がある王族・貴族と違い、ブルジョワジーは数に限界

が無く、また、こうした、商品普及によって中間層間の業務開発・産業開発が起き、中間

層の拡大が起きました。 

 こういった点が後の時代とを分けていたと考えています。 

 

1) 世界貿易ネットワーク 

 1492 年のコロンブスの新大陸発見は、ある意味、スペイン王室にとってもコロンブスに

とってもがっかりするものだったようです。どちらも、インドに渡り、豊富な香辛料を得

ることを期待していたのですが、香辛料は取れなく、また、商業システムが成熟していな

く、交易するという状態ではなかったからです。売るものもなく買うものもない、それが

コロンブスの発見した新大陸でした。ただ、彼もスペイン王室も、ポルトガルが行った、

1418 年からのマディラ諸島や 1427 年からのアゾレス諸島の植民地化のやり方、その後のギ

ニア湾でのサトウキビ栽培のことは研究していたと思われ、1493 年の 2 回目の航海以降か

らは、交易ではなく植民地化を考えていた点は注目されます。1492 年の第 1 回目の航海で

は、船も 3 隻、譲組員も 90 人しかいませんが、1493 年の第 2 回目航海では、17 隻、乗組

員も 1,500 人で、農民や坑夫も含まれています。 

 やがて、コルテスなどがアステカ帝国やインカ帝国を発見し、金・銀を搾取し、搾取し

終わると、金山・銀山で現地民を働かせ、金・銀の採掘を行うようになります。強制労働、

虐殺、そして、ヨーロッパ人が持ち込んだ伝染病によって、新大陸の住民は 1/3 にまで減っ

てしまいます。私が働いていたジャマイカでは、もともとの原住民は完全に死に絶え一人

も残ってはいません。新大陸を発見したコロンブス自身が住民虐殺の張本人であり、アス

テカ帝国を滅ぼしたコルテスなどの、コロンブスに続いて新大陸にやってきたスペイン人

も、ものすごい住民虐殺を行っています。こういった行為の結果で、原住民がほとんどい

なくなり、アフリカから奴隷を連れてきて、鉱山労働に、次いで、砂糖黍栽培のプランテ

ーション農業を行います。こうして、新大陸はスペインにとって重要な収益を得られる場

所となります。豊富な新大陸からの銀や砂糖黍栽培で得られる資金を基に、スペインは海

軍を充実させ、当時では世界最強のものを築きますが、その主な目的は、新大陸からスペ

インに、そして、スペインからイタリアやフランドルに銀や砂糖を運ぶ商船を守ることで

した。 

 続いて、1522 年のマゼランの世界一周航海で、スペインから西回りで世界を航行する航

路が知られるようになります。すでに、1497 年のバスコ・ダ・ガマのインド航路発見をき
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っかけに、ポルトガルが東回りの通商航路を開き、日本や中国にまで達していました。こ

の貿易航路とフィリピンのマニラで結合します。しかし、この時点では、新大陸とアジア

を結ぶ貿易路が確立したわけではなく、また、まだメキシコや新大陸、カリブ諸島でのサ

トウキビ栽培や植民地化も初期段階で、アジアとの交易が可能な市場が十分育っていたわ

けではありませんでした。 

 

 
図 3-1：世界貿易航路とネットワークの確立 

 

 1565 年にウルダネータが、フィリピンのセブから東回りでメキシコに行く航路を発見し、

マニラとメキシコのアカプルコを繋ぐ貿易船の航行が開始されます。このマニラ・アカプ

ルコ・ガレオン貿易船航路の確立で、メキシコとフィリピンを中継地とする世界貿易航路

のネットワークが完成し、商品を一旦マニラまで運ぶことで、この世界貿易航路ネットワ

ークに乗って、新大陸でもヨーロッパでもインドでも、世界のどこにでも運び、売買する

ことができるようになります。香料諸島の香辛料や、中国・東南アジアの磁器、象牙、漆

器、絹製品は一旦マニラに運び込まれ、ここからアカプルコまで運ばれ、そこから陸路を

ベラクルスまで運び、ベラクルスからスペインに運び込まれました。サカテカスやポトシ

で、豊富な銀を算出する銀山が発見され、採掘が本格化すると、採掘した銀を運ぶことも

あり、新大陸東海岸とスペインとの間には、フロータとガレオンと呼ばれる 2 つの交易を

行う船団群の交易路が確立しています。サカテカスやポトシで採掘された銀は、マニラ・

ガレオン交易路での交易の決算にも使われ、陶磁器や絹製品などの中国製品の購入対価と

して多量に中国に流入するようになりました。新大陸で採掘された銀の 1/3 は、このマニ

ラ・ガレオン貿易での交易での中国からの輸入品の決済に使われたと言われています。 

 いずれにしろ、こうして、スペインからパナマやベラクルスなどのメキシコに行く交易

路と、アカプルコからマニラに行くマニラ・ガレオン貿易路が繋がっていました。マニラ

からインド、喜望峰を回ってヨーロッパに行く航路もありましたが、スペイン海軍はこの

交易路の護衛には手薄で、オランダや英国の海賊船の襲撃に合う確率が高かったことや、
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喜望峰にオランダ人の植民地や拠点ができたこともあり、マニラ・アカプルコ・ベラクル

スあるいはパナマとスペインの航路の方が急速に栄えていきました。17 世紀には、フィリ

ピンで砂糖、タバコの栽培が始まり、東南アジア製品のみならず、フィリピンで生産され

た砂糖やタバコを買い付け、米国に運ぶ米国船も出現しています。マニラ・アカプルコ間

のガレオン貿易は、1565 年から 1821 年まで存続しました。 

 

 
図 3-2：新大陸とスペインの貿易航路 

 

 スペインにとってとても重要だった、新大陸とスペインとを結ぶ貿易航路では、2 つのル

ートが確立され、このうち、フロータがメコシコのグアナファト銀山で採掘された銀を、

ガレオンがポトシ銀山で採掘された銀をスペインに運ぶ役割を担っていました。 

このうち、フロータは、5 月頃、メキシコやカリブ海にあり砂糖黍プランテーションを行

っていた植民地向けのワイン、オリーブ油、穀物、武器、衣服を積み込み、スペインのサ

ン・ルカール港をベラクルスに向け出港します。約 2 ケ月の航海で、ベラクルスに着き、

翌年 2月までここで越冬します。そして、2月にメキシコで採れた銀を積みハバナに向かい、

ここで 5 月まで待ち、ガレオンと合流し、合流後アゾレス島経由でスペインに戻ります。 

 一方、ガレオンの方は、8 月頃、サン・ルカール港を、カナリア諸島経由でパナマ（ノン

ブレ・ディオス）に向け出港し、パナマにてポトシで採れた銀を積み、ハバナに行き、ハ

バナでガレオンと合流し、アゾレス島経由でスペインに戻ります。このガレオンに積み込

まれる銀は、ポトシ銀山で採掘されます。この地域では、採掘した銀の鉱石を、雨季にな

ると水車を使い粉砕し、銀を採取する作業に取り掛かります。製錬された銀は、ラマで陸

路、南米の太平洋側の港、アリカまで運び、アリカから小舟でカラオまで運びます。そし

て、カラオで大型の船に積み替え、パナマ（ポルトペロ）まで運びます。ここから山越え

で対岸の太平洋側の港パナマへ運ばれ、パナマでガレオン船に銀を積み込みます。 
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 このルートの交易はスペインにとって最も重要なものだったので、スペイン海軍はこの

ルートを航行する先の 2 つの商船団の護衛を最優先にします。海賊伝説もこのルートでの

海賊行為から生まれました。このルートが確立した頃には、スペインはポルトガルを併合

していましたが、スペイン海軍は、こちらの新大陸とスペインを繋ぐ交易路の護衛に重点

を置くあまり、ポルトガルが切り開いた、ポルトガルから喜望峰を回り、インドに行く航

路の護衛にはあまり熱心ではありませんでした。その護衛の弱さを、独立戦争でスペイン

に対抗していたオランダが海賊行為でつけ狙います。ポルトガルのスペインからの独立は、

この、スペイン海軍があまりにもポルトガルの交易路を守ってくれないことに対する不満

も一因と言われています。ただ、このポルトガルの切り開いたインド航路の防備の弱さは、

オランダや英国には喜ばしいことで、このルートでの海賊行為やインド、インドネシアな

どのポルトガルの貿易拠点の浸食で、この 2 つの国が後年栄えるきっかけを得ることがで

きました。 

 1638 年に鎖国するまでは、日本の交易船も、日本製品をマニラに運び込み交易を行って

います。また、マニラだけではなく、アユタヤ、ベトナムのフエなど、東南アジア各地に

貿易拠点としての日本人町をつぎつぎと建設しています。まだ初期段階ですが、世界貿易

システムが形成され、世界が繋がったことを、織田信長などは理解していたと思われます

が、徳川幕府になってからは、全く無理解で、反動のように鎖国に向かっていったことは、

ある意味、非常に残念に思います。ポルトガル宣教師や商人たちの交易戦略や行為がアグ

レッシブで、危険視されてしまったことも一因ですが、日本の国民性、特に徳川幕府の要

人たちの農耕民的な視野や思考からこうなったとも言えるのでしょうが、私個人としては

あきれてしまいます。もし、うまく日本がこの時代に立ちまわっていたら、あるいは、明

治になってあれほど苦労しなくともよかったし、太平洋戦争のような愚行を避け得たかも

知れないと思います。もっとも、鎖国の有り、無しに関しての議論は明治以降いろいろあ

り、現在世界の多くの国に存在する中華人地区のようなものを、日本人が現地に構築でき

たかという観点では、例えば、岩生[3]などは否定的に考えています。ただ、私個人として

は、国際貿易が続く限りは、日本人の貿易基地や情報交換のネットワークのような場所は

少なくとも東南アジアに広く構築しえたと考えていますし、そうであったならば、不同等

条約などの江戸幕府後期の開国時に行った馬鹿なことや急速かつ猛烈な軍備拡張をやらな

くて済んだと考えています。4) 

 

2) メキシコ・ドル 

 1545 年のポトシ銀山、1546 年のサカテカス銀山の発見による多量の銀採掘がきっかけで、

スペイン王カルロス 2 世の命により 1535 年、メコシコで 8 レアル銀貨を発行することにな

りました。この 8 レアル銀貨が、メキシコ・ドルと呼ばれるもので、多量に発行されたこ

と、メキシコがフィリピンのマニラとの交易中継点であったこと、銀がアジア貿易での基

軸になっていたことなどから国際通貨貨幣、貿易用基軸通貨となっていきました。当時は、

中国から陶磁器や絹製品が盛んに輸入されましたが、中国側にとってあまり欲しい商品は

なく、貿易決済は銀で中国に支払われ、そのため多量に銀が中国に流れ込みました。基本

的には、一旦銀を溶かし、馬蹄銀などと呼ばれるインゴットにして引き渡されましたが、

いちいち溶かしてインゴットにするのが間に合わなく、銀貨のまま引き渡されたことも多

くあり、このため、中国国内でメキシコ銀貨がそのまま通用するという事態も起きていま

す。 

後年の話ですが、米国が独立し、1794 年からメキシコ・ドルと同価値の 1 ドル銀貨を発

行するのですが、貨幣鋳造に必要な銀の保有量が少なく、必要な発行数を確保できなく、

そこで、メキシコ・ドルを代わりの貨幣としてしばらく用いるという事態も起きています。

メキシコ・ドルが貿易用基軸通貨だったので、日本の明治政府や中国の清朝などは、メキ

シコ・ドルに合わせて貿易 1 円銀貨を発行しています。 

これらのエピソードから、メキシコ・ドルという貿易基軸通貨が成立し、この通貨や貨
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幣を中心にアジア貿易が行われていたことが伺われるのではないでしょうか。 

これは、必ずしも正確な説明ではなく、いくつかの要点を省いたものであること、現代

の話ではないのですが、貨幣が国際貿易で通用する条件は、貨幣の品質、発行量と発行さ

れ続けてきた期間、発行先の権威で決まります。取引の決済は、最終的には金あるいは銀

の量ですが、ただし、取引時に純金、純銀にして、その純度、重量を正確に計測するのは

不便です。時間と手間がかかります。そこで、信用できる基軸通貨（金貨あるいは銀貨）

で取引する、あるいは基軸通貨をベースに据えて取引するということが始まりました。ま

た、国際貿易では、船で商品を運ぶので、取引量もまとまった量での売買となります。従

って、取引金額もかなり高額なものになります。ただ、あまり高額だと価格調整に取引に

不便なので、適当なまとまりの額に落ち着きます。例えば、私の場合、日常では、まず 1

万円以上の物を買いません。喫茶店に行く、近くの食堂で昼食を食べる、本屋に立ち寄っ

て文庫本を買う、こういった行為では 2 千円もあれば十分です。ただ、貿易商売を行うと

なってくれば、それでは本を仕入れて日本で売ろうとして、1 冊仕入れるわけではなく、500

冊とか 1,000 冊仕入れましょうとかいった切のよい、まとまった数字になり、2 千円ではな

く、2 百万円といった支払金額になりますので、例えば 10 万円をワン・コインとするよう

なものが求められます。また、例え、純金、あるいは純銀であったとしても、取引毎にコ

インの全てを、その純度と重量を調べるわけではありませんので、どこが発行したものか

を調べ、大国の政府が発行したものであれば信用し、そうでないものは信用しないという

ことになります。発行した大国が、数年前に革命で成立したような若い国では、まだ政治

も安定していないだろうし、いつまで政権が続くかも分かりませんので、やはり信用でき

ません。何十年も大国として継続している、その国の金貨や銀貨が、自分が拠点にしてい

る地域でも、交易相手がいる場所でも比較的容易に調達できる、ということで、その貨幣

が貿易決算に使われることになります。現在では、米国ドルがこういった通貨や紙幣にな

っていて、都市銀行に行けば、必要な額だけ米国ドル札を円で購入することができますし、

どこの外国でも、その国の都市銀行や両替屋に行けば、米ドル札であれば、現地通貨に両

替してくれます。場合によれば、相手は、米ドル札そのままでも受け取ってくれます。メ

キシコ・ドルは、メキシコでもカリブ海でも、フィリピンでも、さらには、ポルトガルが

切り開いた、インドネシアからマラッカ、マカオやインド、アフリカ沿岸の貿易拠点のど

こでも使われていた貨幣で、さらには中国でも支払に使えた貨幣で、従って、国際貿易の

決済に使うために都合のよい貨幣だったわけです。 

基軸通貨をベースにすればビジネスも比較的スムーズに行きます。先の本の仕入れでも、

2 百万円で、でも支払う時になってみないと何ドルか分からないというのだと、相手も売っ

てくれないかもしれません。最初から 2 万ドルと決めてしまえば、こちらが支払う時も、

相手が受け取る時も 2 万ドルですから、取引の問題は生じないわけです。相手が 2 万ドル

受け取って、現地通貨でいくらになるかは相手の問題で、私の問題ではないし、私が 2 万

ドル調達するために何円必要になるかは私の問題で、相手に文句を言える種類のものでは

ありません。 

産業革命以降は、英国が世界経済をリードしたので、ポンドが基軸通貨になりました。

しかし、それまでは、英国は、メキシコ・ドルのような基軸貨幣として海外貿易、特にア

ジア貿易での決算に使える貨幣を持っていなかったので、インド貿易では金・銀のインゴ

ットを貿易決算に使わざるを得ませんでした。 

これは余談ですが、江戸時代、幕府はいわゆる政府の財務が悪化し、小判の改鋳を行い、

金の含有量が低い小判を発行します。貨幣発行量が増えたので、一時的には幕府は財政問

題をしのげますが、これは信用で成立するという取引やその取引の決済で使われる貨幣に

与える信用保証を、保証元が裏切る行為であったわけです。 

そして、第一次、第二次大戦をきっかけにして、各国は金本位制を止め、紙幣を金に交

換することをしなくなります。最後まで米国だけが、各国の中央銀行が求めれば米ドルを

相当額の金と交換することを保証していたのですが、それを中止します。また、金本位制
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度時代には、各国は、発行した紙幣の総額に見合う金が、交換に応じられるように用意さ

れていました。その後も、準備金制度で、発行総額に見合う金の保有が義務付けられてい

たのですが、それも、米国を最後に放棄されるようになりました。一応、各国は、基軸通

貨や外国債を含む準備金が中央銀行に準備され、自国通貨の価値を保証するようにはなっ

ていますが、通貨には金の保証があるわけではないので、最終的には、保有している基軸

通貨のドルだけが通貨保証の基になっているだけです。米国もいくらかは金を保有しては

いますが、米ドルも、金で価値を保証するようにはなっていません。こういった、貨幣や

紙幣という信用の代用物に対して、金や商品といった物質的な物での裏付けがないという

事態が、現在の人々の不安の一因になっていると思います。 

経済学者の中には、これを貨幣経済システムの発展と見て、通貨が、貨幣から脱却し、

コモディティ（商品）になったのだと解釈する人もいます。 

 

3) 生産分業 

 14 世紀は、黒死病などの流行でヨーロッパの人口が 1/3 まで減少しましたが、その後、

回復し、この時代は、産業開発もあり、著しく人口増加が起きました。 

 

 
図 3-3：ヨーロッパでの生産分業 

 

人口増加についはいろんなことが言われていますが、イタリアなどについては、農村の

貴族や金持ちによる土地の買占めや囲い込みなどで、都市生活者が増加し、さらに、産業

や経済の発展で、一般的に豊かになったことが挙げられています。イタリアの都市近郊の

農地や農家は、金持ちや貴族に抑えられ、現金を稼ぐことができるブドウ酒にするための

ブドウ栽培やオリーブ油を作るためのオリーブ畑、羊毛を採るために羊牧を行うための放

牧地などに畑が使われ、麦などの食料生産の土地は限られてきます。このため、食料生産
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は人口の増加に比べそれほど生産高が上がりません。 

一方、新大陸などから収奪された金・銀の膨大な流入もあり、インフレーションが進み

ます。このため、食料不足が発生しました。しかしながら、イタリアの場合、豊富な金や

銀を基に、黒海沿岸などから穀物や肉にするための家畜を輸入することができました。食

品を生産するよりもワインやオリーブ油など輸出品を生産した方が儲かり、こういったも

のを生産して、なおかつ輸入した食料の代金を払っても儲かるので、生産分業が進んでい

きます。事情はスペインやポルトガル、そして、フランドルでも同じです。スペインやポ

ルトガルの植民地では、支配者となった本国からの赴任者は、本国と同じような生活を送

りたいと願う人々の需要で、ワインや毛織物、さらにはニシンの塩付けやオリーブ付けな

どのヨーロッパ製品の需要が増えていきます。植民地で生産される砂糖などや、インドな

どアジアで調達した商品は高額で飛ぶように売れますし、こういったヨーロッパ商品を購

入することに関するお金は十分あったので、躊躇する必要はなかったのでしょう。ただし、

毛織物などの衣服がインド人などのアジアの消費者に売れたわけではなく、新大陸でも、

原住民や原住民に置き換わっていったアフリカ奴隷がこういったヨーロッパ製品を買った

わけではありません。毛織物は、高温高湿度の現地での労働着には適さないものでした。

そこで、ヨーロッパで当時下着や庶民の服として使われていた麻製品の古着が、労働着と

して輸出されています。インドから綿製品が輸入され、それが下着や庶民用の着物となっ

ていくと、綿製品、あるいは綿と麻の混合品の古着が輸出されていきます。 

スペインやポルトガルの土地はほとんどが貴族によって所有されていたので、スペイン

やポルトガルでも事情は同じで、土地は羊牧地として使われ、穀物生産に向けられる土地

は減っていきます。土地を所有している貴族にとっては、穀物生産よりもワインや羊毛の

生産の方が儲かるし、第一、土地が乾燥しているので、灌漑などの設備投資をして、あま

りもうからない穀物生産をするよりは、羊牧の方が生産性が高いわけです。こうして、植

民地向け商品生産のために食料生産が羊毛生産、換金作物生産に振り向けられ、食料不足

に陥いります。しかし、豊富や金・銀の流入が、東欧での穀物買い付けを可能にします。 

バーター取引が中心であった頃には、東欧、ポーランドなどの貴族は、せいぜい生産し

た小麦を輸出する程度でした。それを、ニシンの塩付けや木材、毛皮などと交換しても、

そう膨大に消費できるものでもなく、あまり頑張って輸出しようと考えなかったわけです

が、貨幣経済になって、金や銀が得られるとなると事情が変わってきます。ポーランドの

貴族は、人間の食料になる小麦だけではなく、ポーランドでは家畜の餌でしかないライ麦

まで売れるので、びっくりしたという記録があります。こうなると、真剣に、穀物生産に

取り組むようになり、農業労働者である農民を村から逃げ出さないで、土地所有者である

貴族の基で、穀物生産に集中させ、生産量を高めようとします。食料増産と食料供給のた

めに、東欧が農奴制を確立していくのは、実は大航海時代に起きた先の生産分担の動きが

きっかけで、東欧は食品生産を担っていきます。ドイツのユンカー制度、ポーランドの農

奴制度は、生産分担がどんどん東に広がっていくに伴い、ロシアにまで達していきます。 

 

3-1)羊毛と毛織物 

 イタリアだけではなく、スペインやポルトガルなどでは、土地が羊毛生産（と、場所に

よっては、ブドウやオリーブなど）に使われ、穀物生産であまり行われなくなる、そして、

土地が所有者である貴族によって羊毛生産のために囲い込まれるという動きが起きるので

すが、英国もこの動きに影響され、大土地所有者である貴族は、土地を囲い込み、羊牧を

行う、それによって、共有地的に使われていた土地から農民を追い出し、さらには、買い

込んだ土地からも農民を追い出す、囲い込み運動が起きます。羊牧により生産される羊毛

は、主にフランドル地方に、毛織物用原料として輸出されます。しかしながら、英国は、

貴族の土地占有がそれほど多くなく、後年、スペインやポルトガルを襲った経済不況など

の経済変動にあまり影響を受けることなく、また、大規模な戦争出費による経済変動もな

く、ゆっくりですが、経済成長を持続していくことができました。これに対して、スペイ
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ンやポルトガルでは、土地の 90%以上が貴族によって所有され、このため、例えば、スペ

イン王家が戦争出費の借金で破産宣告を行うと、スペイン産の毛織物の輸出用の売上がな

くなり、毛織物職人が失職し、羊毛も売れなくなるという、経済不況チェーンが発生し、

せっかく育ちかけた産業がつぶれ、だからといって穀物生産に土地が振り向けられるわけ

ではなく、農業も不振になっていくという悪循環が起きます。 

 一方、毛織物産業は、フランス北部やフランドル地域を中心にますます盛んになってい

きます。スペインやポルトガルの自国産業育成のまずさもあり、毛織製品は、フランス北

部やフランドルで生産される製品に、調達量及び品質、価格で全く太刀打ちできないもの

でした。ポルトガルでは、後年、それでも何とか自国製品を生産しようと産業育成が試み

られますが、英国が、自国製品保護もあり、ポルトガルのワイン生産者（貴族議員）と組

み、ワインをポルトガルから多量に購入するからという条件で、産業育成を潰してしまい

ます。そのポルトガルも、高級毛織物生産は無理と、最初からあきらめ、低級の庶民向け

の製品を生産し、そちらのニーズを狙った製品生産をしようとしています。毛織物産業振

興は英国の干渉で成功しませんでしたが、干渉が無くとも、品質と生産量で太刀打ちでき

たとは私には思えません。 

 逆に、フランドル地域の毛織物産業はますます盛んになり、新大陸やアジアの拠点に住

むヨーロッパ人向け需要だけではなく、ヨーロッパ圏内市場でも製品が売れるものとなっ

ていきます。例えば、コブラン織と呼ばれる、羊毛の糸と、絹色や麻糸を混合して、豪華

な模様や刺繍を施した織物は、金持ちや貴族に好まれ、また、そういった技術を持たない、

スペインやポルトガルでは、さらには、原材料調達が困難な東欧などでは生産不可能な製

品でした。また、こういった高級毛織物生産を担っていたのは、初期には、新教徒と呼ば

れる、アラブ人やユダヤ人のキリスト教信者への改宗者、後期には、ユグノーなどのプロ

テスタントでした。スペインやポルトガルは、こういった競合力のある製品の生産を行う

ことができるこういった新教徒やプロテスタントを目の敵にして、宗教裁判や宗教弾圧で

国内から追い出してしまいます。当時、ヨーロッパ製品で唯一と言っていいほど海外輸出

できる製品は毛織物と大砲や鉄砲などの武器しかありませんでした。せっかくの輸出可能

な製品の生産が可能な産業をつぶしては、スペインやポルトガルには工業振興はありえま

せんでした。 

 毛織物に絞って説明しましたが、それは実は武器でも事情は同じでした。当時は普通だ

った、村の鍛冶屋程度の技術で武器ができる程度であればよかったのでしょうが、戦争技

術が発展し、大砲を船に積むようになると、大型の大砲需要が生まれます。しかし、大砲

などの大型の武器は、村の鍛冶屋程度の技術では製造できません。また、スペインやポル

トガルで鍛冶屋をやるよりも、新大陸やアジアなどの海外でひと財産作る方がいいので、

スペインやポルトガルには、武器職人も少なくなります。徒弟制度による高い技術を確保

し、まだ安い賃金で製造でき、鉄だけではなく、金属の原材料調達なども調達しやすいと

いった関係から、スペイン船やポルトガル船に積む、さらには、アフリカなどで奴隷購入

のために輸出するものとして、ドイツなどで製造された大砲や武器を、フランドル経由で

調達するということが行われます。こういった状況では、スペインやポルトガルには工業

振興はありえませんでした。 

 

3-2)砂糖 

 川北稔著の「砂糖の歴史」（岩波ジュニア新書）（1996)に、砂糖が世界商品になっていく

過程が分かりやすく記載されていますので、詳しくはそちらを参照願います。地中海のオ

スマン・トルコ支配地では、砂糖が奴隷を使ってプランテーション農業方式で栽培される

ということがかなり古くから、イタリア人によって研究されていて、それを実に注意深く

ポルトガル人が研究し、実験し、その成果をスペイン人が、これもよく詳しく調査してい

る点が、私には興味深い点です。もっとも、ポルトガル人やスペイン人の王族というより

は、それを薦め、コンサルティングを行ったのは、ジェノバ人のようなので、ルネッサン
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スのイタリア人の凄さのようなものの一端に触れた気がします。もっとも、知識を伝えた

のは、砂糖も含め、ムスリム帝国の商品の取り扱いを行っていたユダヤ人なので、知識と

しては知られていたようです。ただ、知識として知られているのと、実際にどこかでやっ

てみようという意図があって学ぶのとは違いますし、中世のヨーロッパ人の、中近東から

学ぶ態度が、伝えられている文献だけでしか分からなく、これらは、オックスフォード大

学などを作る、あるいは、スペインやシシリーのパレルモなどで学び、ヨーロッパに戻っ

てきた聖職者のものに限られているので、純科学・技術的に接していて、応用科学・技術

的に接していないので、こういった印象になってしまうのかも知れません。 

 この時代は、ポルトガル人が海外進出し、アフリカ沿岸に拠点や植民地を作っていきま

す。そしてギニア湾ではじめて奴隷を使った砂糖のプランテーション農業を行い、生産さ

れた砂糖が欧州市場で高価に取引されるのですが、まだ大規模にこの方式を採択したわけ

ではありません。この砂糖のプランテーション農業は、スペイン人によってカリブ海の島

で実施され、最初は現地人を使っていましたが、現地人が酷使や虐殺、そして疫病で壊滅

すると、すぐにアフリカから奴隷を連れてきて、プランテーション農業を大々的に行いま

す。こうして植民地時代に繋がっていきます。 

砂糖は当初は薬、栄養剤として用いられ、やがて、砂糖を使えるのは金持ち、砂糖を使

うのは贅沢ができる印としてもてはやされ、需要がうなぎ上りに延びていきます。特に、

砂糖黍から取った砂糖を含んだ液の上澄み液を結晶させ、その結晶を粉末状にして白い砂

糖を作る技術が確立すると、砂糖を使ったお菓子や王室主催の晩さん会での飾り物、そし

て出席者への引き出物として使われ、それをうらやんだ貴族が真似をして、次第に金持ち

ブルジョワジーが真似をして、大衆化に向かい、需要増大を決定付けます。 

生産者側から見て、砂糖黍栽培は、砂糖黍の絞り液から砂糖を製造するだけではなく、

その絞りかすからラム酒をも製造できる、儲けの多いものでした。酒は今でもどの世界で

も重宝される交易品ですが、アフリカでの奴隷貿易の対輸出品として、そして交易従事者

の一員である船乗り用飲み物、さらには、庶民用飲み物として、2 次的製品であったラム酒

も需要を拡大させていきます。砂糖黍の絞りかすからラム酒を製造する技術や発想は、も

ともとはイタリアやギリシャなどで行われていた、ブドウからぶどう酒を製造する際に、

その残りかすからさらにアルコールを蒸留し、ウゾという強い酒を造る技術や知識から生

まれたと言われています。 

ただ、そうなる始めの時点での、アラブ人たちが、シチリアや南スペイン、キプロスな

どの地中海の島で行っていたやり方、ポルトガル人が行っていた、ギニア湾の島でのプラ

ンテーション農業がかなり詳しく研究されていて、植民地化し、換金作物の栽培として真

っ先に試みられた、そのような準備があったので、大航海時代、コロンブスの新大陸発見

が、砂糖栽培という面から植民地時代になっていった、あるいは砂糖栽培を中心とした産

業連関のシステムができたのだということをここでは指摘しておきたいと思います。（注 4）
[6] 

 そして、砂糖の成功は、タバコやインディゴ、茶、コーヒー、綿などのプランテーショ

ン農業を新しく獲得した植民地で行っていき、それを本国に製品や原料として持ち帰ると

いう、確立した世界貿易システムに乗ってのさらなる交易の進展に繋がっていきます。 

 

3-3)香辛料 

 私の記憶違いかも知れませんが、ヨーロッパでは肉料理が主食で食べられていて、香辛

料は、腐りかけた肉の匂い消しとして求められてといった趣旨のことが記載された本を読

んだことがあります。冷蔵庫のなかった当時、腐りかけた肉を食べるといったこともあっ

たかも知れませんが、私の調べた限りでは、肉として売られる豚や牛、羊などは、生きた

まま肉屋に連れられてきて、そこで殺され、解体されて売られていたので、別に腐った肉

を人々は買っていたわけではないようです。当時は、冷蔵庫はありませんが、買われた肉

も、長時間保管するのではなく、買われてすぐに調理されたようですし、調理は、煮るか



25 

 

焼くかで、生で食べられていたわけではないようです。 

私の理解では、香辛料は何よりも薬であり、その後、4 つの気を調和するものとして西洋

料理に欠かせないものになったというのが本当のようです。 

古代ギリシャでは、自然界の物理現象を地、水、火、風の四大元素が司っていると考え

ていました。つまり、全ての物は、この地、水、火、風の四大元素の組み合わせでできて

いると考えていました。この考えに基づき、古代ギリシャ医学では、寒と乾の組み合わせ

が地（黒胆汁）、寒と湿の組み合わせが水（粘液）、熱と乾の組み合わせが火（黄胆汁）、熱

と湿の組み合わせが風（血液）となって、人間の生理機能は、この黒胆汁、粘液、黄胆汁、

血液という四体液によって司られていて、この四体液バランスが狂って病気が起きると考

えられていました。従って、4 体液のバランスの狂いを、乾、湿、寒、熱の調整で正常に戻

すことで治療するというのが、医学理論でした。香辛料はこのバランス（乾と熱）を調整

する薬でした。香辛料は、このバランスを調整する薬として受け入れられたもので、例え

ば： 

－シナモン：セイロンと南インド特産 －食欲増進、消化剤、受胎剤、傷薬 

－クローブ：マルク島特産      －記憶力回復、吐気防止、歯痛、媚薬 

－ナツメグ：バンダ諸島特産     －不眠症、呼吸困難、胃腸薬、下痢 

－メイス ： 々          －水腫、胃腸薬、下痢 

－胡椒：南インド、マラバール海岸特産－男性機能向上、強制剤  

といった効能、あるいは病気治療に対する薬として用いることが、古い医学書の写本など

に記載されています。 

 この考え方がさらに進んで、乾、湿、寒、熱の調整がされた食事（料理）を摂ることが

健康維持に良いこととなっていきます。例えば、牛肉は乾で寒、ブタ肉は湿で寒、若者は

乾で熱なので、熱である胡椒を肉料理に加えることで料理のバランスが取れると考えられ

ます。これが、後に、西洋料理では香辛料が不可欠のようになったものと考えられます。

中国には薬膳料理という考え方もあり、インド料理でも、カレーは、主婦が、家族の健康

状態や気候などを考えながらスパイスの種類や量を調整して料理しますし、日本にも、食

物の陰陽性を考えて料理するという考え方もあるので、似たようなものと理解しています。

いずれにしろ、香辛料は薬であり、料理の乾、湿、寒、熱の調整のためのものとして必要

とされていったものでした。特に胡椒は、今日のバイアグラ、あるいは、夫婦のセックス

の後の卵付き朝食のような、男性機能向上のためのものとしてもてはやされたというよう

に、私はうがって考えています。 

 

3-4)農奴制 

 新世界からもたらされた多量の銀の流入により、ヨーロッパは全体として流通貨幣量過

剰、商品不足というインフレーションが発生し、庶民の暮らしをひっ迫させるのですが、

一方、もともとはバーター取引で、あまり貨幣流通経済ではなかった地域に、金銀が流通

することにより、バーター取引時代ではあきらめていた商品流通を促進させ、後発国の経

済を発展させるという側面も出現させることになります。ポーランドなどの東ヨーロッパ

では、余剰作物であった小麦を輸出するということが、ハンザ同盟での交易であったので

すが、西ヨーロッパでの人口増加や農地が羊毛生産などの商品製品生産に向かい、小麦な

どの穀物生産量が不足するようになります。毛織物などの輸出によってより金銀を置く稼

げる商品生産の方が、穀物を生産するよりも土地所有者として収益性が高いことが理由で

す。また、貨幣で購入することで、ポーランドなど東ヨーロッパから穀物を輸入すること

ができるようになったことで、より羊毛生産などの商品製品生産に傾斜できるようになっ

たことも理由です。これを逆のポーランドなどの東ヨーロッパから見ると、今まで、手間

の割にあまり利益もなく、考えても見なかった穀物が輸出でき、貨幣を得ることができる

ようになったわけです。当時のポーランド貴族の記録に、「ポーランドでは家畜の餌でしか

ないライ麦のような雑穀が売れるなんて！」と驚きが記載されています。この動きは、ラ
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イン川より東の東欧を、穀物輸出国に変えていきますし、東欧諸国は、より穀物輸出を増

やそうとします。しかし、大きな制約は、労働力で、その確保のために、農民を土地に縛

り付け労働力を確保する農奴制を確立させていきます。 

 この搾取構造は、植民地時代になって、植民地を食料や、砂糖、綿などの原材料生産国

にするという風に世界規模に拡大していった、その基本構造は、植民地が無くなった現代

も基本的には変わっていないというように私は見ています。うがった見方なのかもしれま

せんが、16 世紀直前にヨーロッパで急速に確立したシステムが、国際貿易ネットワークの

成立によって急速に世界に広がっていった、それが大航海時代の意味というように考えて

います。従って、もし、ヨーロッパ主導の世界貿易ネットワーク・システムではなく、中

近東主導や中国主導の世界貿易ネットワーク・システムが確立していったとすれば、搾取

はあっても、搾取の構造は、今あるものとは違っていた可能性もあると思っています。中

国主導の世界貿易ネットワーク・システムの成立はともかくも、もし世界が 16 世紀以前の

ゆるやかな発達のままであれば、中近東主導の世界貿易ネットワーク・システム確立は十

分あり得たように思っています。 

 

4.ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル 

 今までは、国の歴史ではなく、経済システム、産業振興システムの側面から 16 世紀の世

界貿易システムの確立を見てきたのですが、それを背景として、その主導を果たした、ポ

ルトガルとスペインの歴史を見てみたいと思います。なお、以下 2 章は、システムとして

見ているのではなく、歴史として見ています。ポルトガルを含むイベリア半島は、ムスリ

ムによって征服されていた土地でした。バスコ・ダ・ガマのインド航路発見（1497 年第 1

回目航海）をきっかけに、インドからの香辛料輸入に成功し、その貿易路確保のために、

次々と、アラブ人たちが築いていたアフリカの交易城壁都市を攻め滅ぼし、貿易城塞都市

を構築し、海上帝国を建設します。ただし、ポルトガル王はアフリカのムスリム国家を滅

ぼすことに力を注ぎすぎ、失敗し、それがもとで死亡、継承者途絶でスペインに乗っ取ら

れます。そのため、ポルトガルとしての海上帝国の維持は不可能になります。しかし、ス

ペインの新大陸での植民地化が進み、その農園経営のための労働力として、奴隷の需要が

旧属しましたが、スペインはアフリカには貿易拠点をあまり持っていなく、ポルトガルは、

アフリカに確立した貿易拠点をベースにした奴隷の調達と輸出という奴隷貿易の方で栄え

ることになります。 

 

(1)レコンキスタと北アフリカへの野望 

 711~1249 年までは、ポルトガルの土地はイスラムに占領されていました。1143 年、アフ

ォンソ・エンリケがポルトガル王国を建国し、レコンキスタと呼ばれる、イスラムからの

領土回復戦争を開始し、1249 年にファロ、シレヴァンスを征服し、隣のスペインよりもい

ち早くレコンキスタを完了します。日本の戦国時代の終わりに状況が良く似ているのです

が、ポルトガル統一を成し遂げた後も、戦争によって領土を獲得するという意識が強く残

り、そのため、隣のスペインの、当時はまだアラブ人によって支配されていたアンダルシ

ア地方への侵略が検討されます。しかし、アンダルシアの北は、スペインのカスティーリ

ア国があり、カスティーリア国も、アンダルシア征服に意欲を持っていました。カスティ

ーリアは荒々しい戦争欲満々の国で、アンダルシア侵略はカスティーリアとの利害対立を

生みます。カスティーリアとの対立は避けるべきというグループの主張により、アンダル

シアへの進出は挫折します。しかし、主戦派の勢いを何とかしなければならなかったこと、

イスラム帝国を滅ぼすという、レコンキスタから続く十字軍的な考えから、エンリケ航海

王子を派遣軍将軍とし、イベリア半島のアフリカ対岸にあるセウタを、1415 年攻略し、占

領します。なお、その後、ポルトガルはスペインに併合され、セウタはスペイン領となり、

現在もスペイン領となっています。対岸のジブラルタルは英国領土なので、面白い現象で

す。 
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 1348 年から 14 世紀後半まで、黒死病の蔓延で農民が減少し、農産物の生産減という、ヨ

ーロッパの混乱を受け、ポルトガルもインフレーションに見舞われます。このインフレー

ションは、地代収入で暮らす貴族を苦しめます。また商人たちも不況対策、つまり新しい

市場と貴金属を求めます。ポルトガルも、14 世紀後半から 15 世紀前半の 100 年間で国家収

入は半減し、国内からの収入では王家もやっていけませんでした。このような状況の中で、

エンリケ航海王子は主戦派で、海外領土獲得を主張し、状況打開を図ったものでした。し

かし、先にも述べたように、領土拡大を考えますが、スペイン（カスティーリア）とは事

を構えたくなかったので、隣には侵略できません。 

 

対岸のモロッコは古代ローマ時代から穀倉地として知られていた土地でした。セウタは、

サハラ砂漠を超えて持ち込まれる黄金取引場で有名で、大西洋側と地中海側の両方を睨む

地であり、地政学的に重要な場所でした。また、セウタ攻略はレコンキスタの延長でムー

ア人（アラブ人）を滅ぼすという大義名分を得られました。13 世紀中は、コンキスタでイ

スラム教徒をポルトガル領地から追放するも、南部のアルガルヴァでは、オレンジをアフ

リカに輸出し、金を輸入するなどアフリカとの繋がりがあったので、対岸のマリーン朝の

内部分裂を見ていて、攻略に勝算を持っていました。1411 年、カステェリアと和平条約が

結ばれ、セウタ攻略の機会が熟します。 

 

 
図 4-1：ポルトガルの探検（白地図加工） 

 

ヨーロッパ各地で追放に合ったユダヤ人は、宗教に比較的寛大だったポルトガルに来て、

商業振興に寄与します。続いて、イタリアのジュノバ商人がポルトガルに来て商業を営み

ます。イベリア半島でのレコンキスタの進展で、ムーア人はかってのような勢力を持たな
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く、地中海の航海も比較的安全になります。イタリアからフランダースへの海上貿易の中

継地として、ポルトガルは優位性を持つことになります。ジュノバ商人は、もともとは、

ニシンの塩付け用に、ポルトガルの塩をフランダースへ、さらにフランダースから北欧に、

塩を輸出することが主目的だったのですが、この商業活動に伴い、商業技術、造船技術を

ポルトガルに伝え、デェニス王治世下でポルトガルの艦隊建設の支援、海外進出支援を行

うことになります。また、北海で撮れるタラの塩付商品を開発し、北部欧州や地中海に販

売していきます。こういった商業開発のポルトガル側のスポンサー、保護者、ポルトガル

王家側の牽引役がエンリケ航海王子でした。エンリケ航海王子そのものは、前時代の十字

軍的思想、レコンキスタ的思考を引きづったままの古い考えの人だったと言われています。

ただ、その主戦派思考ゆえに、海外領土獲得には熱心で、その庇護やスポンサーを求め、

大航海時代を切り開く人材が集まってきたと言われています。こうして、ポルトガルの大

航海時代が開始されます。 

1415 年のセウタ攻略は成功し、その功労に報いるために、エンリケ航海王子のものとな

ります。エンリケ航海王子の野望である、ムスリム王国を滅ぼすという希望は達成できた

のですが、商業的希望であった金の入手は、サハラ砂漠を超えて運ばれる金の交易路が変

わってしまったために、十分達成できませんでした。また、ムスリム勢力も、砂漠や山岳

地帯で値強く残ります。商業的希望であった金の入手は、アフリカ大陸の西側に沿って、

金の交易地を支配するという探索活動になっていきます。また、ムスリム王国を滅ぼすと

いう希望は、伝説のプレスタ・ジョン王の帝国を探し、ムスリム勢力を挟み撃ちにすると

いう活動になっていき、この 2 つの希望によって、海外探検が行われます。イスラム帝国

を抜けてのスパイ的なプレスタ・ジョン王探しと並行し、アフリカ大陸の西側に沿っての

十字軍やレコンキスタの思考を引きづったプレスタ・ジョン王探しが継続されます。 

そして、1418 年のマディラ島再発見、1427 年のアゾレス諸島再発見が行われ、1433 年に

は、マディラ島は、エンリケ航海王子に譲渡され、その下で、本格的な植民地化が始まり

ます。最初はブドウ栽培、ワイン製造、次いで小麦栽培、綿花、インディゴ栽培と、この

島で、その後の植民地での産業育成の実験場のようなことが行われていくことが注目され

ます。 

セウタに続いて、1437 年に北アフリカのタンジール攻撃を行いますが、これには失敗し

ます。北アフリカの陸地からの海外領土拡張がうまくいかなく、膠着する中で、アフリカ

西海岸沿いの探検や海外領土拡張は進み、1441 年にはリオ・ド・オーロ、ブランコ岬に達

し、1443 年にはアルギンにアフリカで最初のポルトガル商館を建設します。アルギンでは

奴隷と金を調達でましたが、ただ、まだここまではムスリム人の勢力が及んでいた範囲で、

ポルトガルが思うような金の調達はできませんでした。 

 

(2)植民地化の試みと奴隷貿易の始まり 

1469～74 年に、ポルトガルの探検は、フェルナンド・ゴメス、ギニア湾に達します。そ

して、このギニア湾岸において、植民地的商業的開発が進められていきます。1470 年、サ

ントメ島が発見され、1493 より植民地化され、奴隷を使ったサトウキビ栽培が行われます。

もっとも、それ以前に、アラブ人により、地中海のキプロスなどで奴隷を使ったサトウキ

ビ栽培が行われていて、その、黒人奴隷を使ったプランテーション農業の技術を、ポルト

ガルに流れてきたユダヤ人などが伝えたと思われます。この手法がポルトガルのブラジル

植民地やスペインのカリブ諸国でのサトウキビ農園開発にと大々的に行われていきます。 

 そして、ついに、1471 年、サマに達し、アラビア商人を介さないアフリカ人との直接の

金取引を開始することに成功します。アフリカ中央部で採掘、生産される金は、サハラ砂

漠を超えてモロッコなど地中海に運ばれ取引されていて、ポルトガルはそれを何とか確保

しようとしますが、サハラ砂漠運搬や地中海のアフリカ沿岸での金取引を牛耳っていたの

がアラビア商人だったので、成功しませんでした。黄金がサマで購買されるようになり、

黄金のかなりの部分が、これまでのダハラ砂漠超えの流れを変え、サマでの取引に流れる
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ようになったと言われています。1481～1520 年代で、年平均 800 キロの金がギニア黄金海

岸（現ガーナ）からポルトガルに流れていて、この取引を司るために、サン・ジョルジュ・

ダ・ミナ商館が建設されました。年平均 800 キロの金取引は、公式な記録によるものなの

で、密輸を含めるともっと多かったと言われています。 

 

1482 年、ディオゴ・カン、ベニン王国に到着、ベニン王国やダホメー王国と取引を行い

ます。ベニン王国やダホメー王国が代表的ですが、ポルトガルから鉄砲などの武器が、ポ

ルトガルに協力的な国に提供され、ベニン王国などのこれらの国は、その豊富な武器を使

っての多民族や他部族に対する戦争や征服を行い、捕獲した捕虜をポルトガルに奴隷とし

て売る、そして、武器を購入するということが行われ、現在に至るも、アフリカでは、民

族間の不信感や反発を払拭できていませんし、アフリカでは、ダイアモンドや金も含め、

天然資源の確保をめぐって、中国も含め、先進国が武器を供給し、内乱を支援する構造は、

現代でも変わっていないことは残念な点です。（注 5） 

 

(3)インド航路発見 

1487 年、バルトロメウ・ディアスが、喜望峰に達します。そして、1497～99 年のバスコ・

ダ・ガマのインド航海路発見に至ります。この間、ジェノバ人のコロンブスがポルトガル

王家に働きかけ、西回りインド行きを提案します。ポルトガル王家は当時、アフリカ南回

りのインド行きを計画、執行中で、2 つの大事業を同時に進める余力はありませんでした。

ポルトガル王家は、コロンブスに対し、自前でやるのであれば許可するという返事をして

います。王家からの出資をあくまでも求めていたコロンブスは、ポルトガル王家からの支

援をあきらめ、スペイン王家に接触し、スペイン王家からの支援を得ることに成功します。

歴史の本には、ポルトガルから許可を得られなかったと記載されたものもありますが、ポ

ルトガルがコロンブスに航海の許可を与えなかったわけではありません。コロンブスは

1492 に新大陸を発見し、これがインド到着と報じられ、ポルトガル王はかなり悔しい思い

を味わっています。しかし、新大陸では香辛料は発見されず、バスコ・ダ・ガマの航海で

多量の香辛料を持ち帰ることができ、ポルトガル王はやっと溜飲を下げることができまし

た。 

インドのゴアに到着したバスコ・ダ・ガマですが、当時、ポルトガルから持ってきた商

品はインドでは売れなく苦労しています。アジアでは欧州製品で欲しいものは無かったの

が実情です。ただ、唯一ポルトガルが優位だったのは、船が大型で大砲を積んでいて、兵

士も乗り込んでいたので、他の船をやすやすと攻撃できたことで、バスコ・ダ・ガマはイ

ンドに交易に来ていたアラブ商船を略奪するようなことをやっていて、インドの地域領主

にあきれられています。バスコ・ダ・ガマも、いつ、アラブ海軍に襲われるのではないか

と、びくびくだったようです。 

 

(4)海上軍事帝国建設 

 こうして、インド航路を発見し、インドで胡椒や生姜を含む香辛料を調達できることが

分かると、その航路の確保と支配に乗り出します。1505 年、フランシスコ・デ・アルメイ

ダが、初代インド総督に就任し、アフリカのソファラ、キルワを攻撃し、要塞を築きます。

それまで、イランのシラジ出身と伝えられるイスラム商人によるスワヒリ都市国家商業ネ

ットワークが、東アフリカの沿岸沿いに構築されていましたが、ポルトガルが攻撃し、こ

のスワヒリ貿易ネットワークは壊滅状態になってしまいます。また、同年、インドのコー

チン王をポルトガル国王の下に戴冠させ、ポルトガルの保護国にしてしまいます。保護国

にして支配下に置くという手法は、英国やフランスなどによって、その後の植民地時代に

広く採択された方式です。 

 こうして、アフリカ沿岸に、城塞都市を築き、インド航路を確保すると、インド航路を

中心に据えた海上帝国の建設に乗り出します。1509 年、初代インド総督のアルメイダは、
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ディウ沖でイスラム海軍を破り、紅海の入り口にあるソコラ島を征服し、イスラムの海上

支配を排除し、インド洋での海上軍事支配を確立します。1510 年、2 代目インド総督にな

ったアフォンソ・デ・アンプケルは、ゴアを武力占領し、ポルトガル領インドの首都に定

め、ポルトガルの許可書を持った船のみ、インドでの貿易や入港を認めることにします。

また、全ての船は、ポルトガルが定めた、砦のある商館に寄り、税金を納入しなければな

らないとします。許可書を持たない船は遠慮なく攻撃し、積荷を没収し、乗客は殺害もし

くは奴隷として販売しました。この海上軍事支配はうまくいき、アラブ商人は、インドで

香辛料を購入し、中近東に運ぶことができなくなり、それまで中近東経由で香辛料を輸入

していたベニスなどでは、香辛料の輸入がストップしてしまいます。 

 

(5)海上貿易路拡大 

 インド航路を確保し、インドとの交易を独占した後も、ポルトガルの海上貿易路拡大は

続きます。1511 年にマラッカを征服し、1512 年にはフランシスコ・セランが、香料諸島の

マルク諸島のラルナーテ島（丁子と肉桂の原産地）に達します。ただ、ここで、西回りに

海上探検と植民地候補発見を続けてきたスペインとぶつかることになります。1521 年に有

名なマゼランの世界一周航海が試みられ、フィリピンとインドネシアが発見されます。マ

ゼランは、もともとはポルトガル人ですが、ただ、1494 年のトルデシリャス条約で、ポル

トガルからは西回り航海ができなかったので、西回り航路の利権を持つスペインから出航

したと言われています。当時は、地球の大きさや極東、東南アジアの地理的情報が不十分

で、本来であれば、日本がその境界になるのですが、フィリピンやインドネシアがどちら

に属するのかで議論が分かれました。1529 年、サラゴッサ協定で、スペインのカルロス 1

世は、35 万ドゥカールで香料諸島の権利をポルトガルに委譲することにして、この問題を

決着します。フィリピンは、金も採掘できなく、スペインにとって魅力のない領土と考え

られていました。従って、1568 年までは、スペインはフィリピンに関心を示しませんでし

た。フィリピンがスペインにとって魅力ある土地となるのは、1568 年にエンコミエンデ制

を導入し、本格的に植民地化を行い、砂糖黍栽培、煙草栽培を開始した後のことです。蛇

足ながら、フィリピンという地域名称は、マゼランが発見した土地を、当時のスペイン国

王だったフェリペ 2 世の名前にちなんで付けたものです。 

 

(6)海上帝国のピーク 

ポルトガルの海上貿易航路開拓はインドネシアのジャカルタやマラッカなどに拠点を築

いた後も東に向けて進み、1543 年にポルトガル人が種子島に流れ着き、日本に鉄砲を伝来

します。これにはいろいろ異論はありますが、一応、日本との交易が開始された年とされ

ています。また、1552 年、長崎の大村氏が貿易のためにポルトガル宣教師に土地を寄進す

るなど、一応、この時代に、ポルトガルは貿易拠点を日本に建設しました。また、中国と

の交易自体は 1513 年から行われていますが、1557 年にポルオガルは、マカオに商館を建設

しました。 

（注：宣教師はポルトガルから派遣され、その費用はポルトガルの教会から出されていま

す。またポルトガルの教会はポルトガル王家のコントロール下にありましたので、ポルト

ガルの宣教師に寄進された土地は、ポルトガル領とみなしています。） 

 

(7)海上帝国の没落 

 こうして、中国、日本、マラッカ、インドネシア（香料諸島）、インド、セイロン、東ア

フリカ、西アフリカ、モロッコに至る海上交易路と海上軍事帝国を築くことに成功したポ

ルトガルですが、膨大する海上軍事力を維持できなく、ほころびていくことになります。

ポルトガルの海外優位性は、北アフリカでのムーア人との戦争に負け、スペインに併合さ

れたことをきっかけに、最初は海賊的な行為から出発した英国、オランダとの海外交易競

争に敗れ、没落していきます。 
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1538 年、オスマン・トルコがアデンを征服し、ポルトガルの紅海封鎖を解きます。この

ことにより、アラビア商人はインドとの貿易を再開することが可能になり、中近東に流れ

た香辛料は、ベニスに入荷するようになったことで、ベニスの香辛料貿易が復活します。 

1545 年～53 年には、トルコの商人やベニスの商人がホルムズ海峡に現れ、ビジネスを再

開、一方アジアでは、マラバル商人がスマトラに進出します。こうして、ポルトガルは交

易を独占できなくなっていきます。これらのアラブ商人の国際貿易ネットワークの復活に

よって、それまで交易の独占で得られていたホルムズとマラッカでのポルトガルの関税収

入が減少し、また、ヨーロッパでのアジアからの輸入品販売も競争にさらされていきます。

そのような中で、1549 年、ポルトガルのフランドル商館が破産します。この破産により、

アジア貿易に必要な銀の調達がアントワーペンでは難しくなり、スペインのセビリアに移

すのですが、調達が以前と比べ容易ではなくなっていきます。 

1500 年以降、軍事出費や海軍維持などの経費が拡大する中で、独占状態が崩れ、また、

経営や財務を官吏が司っていて、その官僚的なやり方の非効率性や経済・産業開発などの

視点の欠落なども相まって、王室の財務状態が悪化していきます。この、王室赤字（＝国

家赤字）を賄うために公債（パトラン・デ・ジュロ）を発行するも、その利子支払で苦労

し、香辛料取引の設けが利子支払に消えることになります。 

 

 
図 4-2：ポルトガルの探検（白地図加工） 
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図 4-3：ポルトガルの探検と植民地、交易拠点（Wekipedia から） 

 

 
図 4-4：ポルトガルの貿易ネットワーク 

 

1570 年代、王室は香辛料交易の国王独占を断念し、民間商人との契約制に切り替えます。

これは、現代では民営化というべきものなのでしょうが、残念ながら王室財務の改善にも、

ポルトガル商人層の育成にも繋がっていきませんでした。1570 年代、ジョアン 3 世は、財

政悪化から、サフィ、アルジーラ、アルカセル、セギールなどの北アフリカ都市からの撤

退を行います。 

  

(8)亡国 

 1578 年、若くして国王に就任したドン・セバスティアン（1557～78）が、北アフリカの

アルジーラでアラブ人と戦争を行い敗戦し、国王はこの戦争での戦闘で死亡します。（アル

カセル・キビールの戦い）。叔父のドン・エンリケが後を継ぎますが、後継者がなく死亡し、
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1580 年、スペインに併合され、ポルトガルは、スペイン王フェリペ 2 世が統治することに

なります。カソリックの盟主とおだてられたことや、時代遅れ的な十字軍的思考に取りつ

かれたことなどもあったのでしょうが、若い国王は、キリスト教王国の設立とムスリムを

滅ぼすことを信念としていて、この、アルカセル・キビールの戦いは、ムスリム駆逐に燃

える若き国王を駆り立てました。もともと不健全だった国家の財務は、この戦争のための

膨大な戦費により破産状状態になります。また、負けたことにより、捕虜となった、従軍

したポルトガル貴族も、その身代金支払いで苦しむことになります。スペインとの合併は

そういった破産状態の国を救う希望でした。 

 フェリペ 2 世は合併したばかりのポルトガルに対して優遇を行ったので、彼の統治時代

にはポルトガルは反乱を起こしませんでしたが、孫のフェリペ 4 世時代になると、オラン

ダ戦争などの出費負担、兵力負担をポルトガルに求め、そのため、これを不満として反乱

が起きます。1640 年、英国の支援を受け、ポルトガルはスペインからの独立を果たします。

ただ、この再独立に関して英国の支援を受けるために、タンジール、ボンベイの譲渡、英

国商人に特権を与えるなどを行ったために、ポルトガル国内産業育成がうまくいかなかっ

たこともあり、ポルトガルの繁栄はどんどん低下していきます。 

余談ですが、英国からの支援と英国との結びつきを深めるために、ポルトガル王女が英

国王室に嫁ぎます。この際、王女が喫茶の習慣を英国に伝えたと言われています。 

 

(9)植民地時代へ 

 1500 年、インドに向けて航海を行おうとしたペドロ・アルヴァレス・カブラルが、偶然

航路を外したために、ブラジルを発見します。1570 年代からの 100 年間、ポルトガルは、

ブラジルでの砂糖黍プランテーションと製糖で植民地時代に移行していきます。これは、

アフリカからの奴隷を使ったものでした。ポルトガルは、アフリカに持つ拠点や植民地か

らの奴隷の新大陸への輸出で、貿易優位性を保つことに成功します。しかし、ブラジル以

外ではあまり植民地そのものの経営をうまく行えませんでした。アンゴラを例外として、

アフリカ大陸側では、すでに現地住民の国家のようなものがあり、対立を制圧して植民地

化を行う軍事力を十分持ちえなかったこと、植民地経営を行える人材が十分いなかったこ

となどから、現地勢力を制圧してある程度大きな植民地を築くことはできず、軍事要塞や

商館などの拠点建設で終わっています。アフリカでは、最初は現地のアフリカ人王国に武

器を提供し、奴隷を代わりに得るという貿易を行っていましたが、奴隷需要が高まってく

ると、この方法による調達だけでは間に合わなくなり、次第に、アラブ人と組んで奴隷狩

り、最後には直接奴隷狩りに乗り出すということをやっています。ブラジルは例外ですが、

経済開発や産業育成という観点が、ポルトガルでは官僚主体であったために薄く、拡大志

向だけで、獲得したものを経営管理するという思考が欠落していて、これが、ポルトガル

が植民地時代に成功を勝ち得なかった大きな理由と考えられています。 

 

(10)失敗要因 

能力を超えた拡張：能力を超えた拡張：能力を超えた拡張：能力を超えた拡張：大航海時代という命名を行った増田を始め、ポルトガルの失敗を、国

力以上の拡張を行ったことだと指摘する学者が多いことが注目されます。ポルトガルがア

フリカ、アジアの海上交易路の要所に築いた要塞や在外商館は 50 以上もあり、ブラジルと

アンゴラを除いて、あまり広大なものはないのですが、それでも、ザンベジ、大西洋にあ

る島々の植民地、そして、フローレスなどインドネシアにある島々の植民地と植民地の数

も多く、それらの維持費、特に海軍の維持費が膨大だったと指摘されています。面積的に

ははるかに広いのですが、英国はポルトガルほど数では多く植民地や保護領、海外拠点を

持ってはいなく、それでも、海外領土や海外拠点の維持費捻出は 20 世紀になると困難にな

ってきて、第 2 次大戦後、植民地を独立させるという政策方針に切り替えています。ただ、

私自身は、経営に失敗した巨大企業に見られるような、経営のほころびが主原因と考えて

いて、そのほころびをもたらしたものは、官僚という人材面と官僚育成の方法、そして、
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商業をてこに振興した国家でありながら、起業や興業的に考え運営されなく、あくまでも

領土侵略的にしか考えられなかった支配層（＝経営層）である王族・貴族にあると考えて

います。事情は、次の植民地時代で成功者になる英国でも似たようなものでしたが、王族

のコントロールが、「君臨すれども統治せず」に示されるように、ブルジョワジーの主導す

る余地が多くあったことの違いだと考えています。 

 

官僚主義：官僚主義：官僚主義：官僚主義：官僚主義も、ポルトガルの失敗を招いた原因と言われています。各地の商館員

は全て官僚で国王任命でした。任命されるのは貴族が主で、彼らは儲けで土地購入するこ

とにしか興味がありませんでした。ブルジョワジーが任命されることもありましたが、彼

らの関心も、土地購入と官職を買うことで、産業育成には関心を示しませんでした。官僚

にとって、欧州での賄賂をくれる外国商人（例：英国商人）から商品を仕入れた方が自分

のためにもなり、また、調達品（毛織物など）も国内調達よりも品質も良く、量も十分調

達でき、おまけに価格も安かった。これに対して、国内で国産品を扱う業者は零細で、賄

賂の額も少なく、商品の品質は悪く、価格は高く、量も十分揃えられませんでした。こう

して、ポルトガルは、王族・貴族と貧民しかいない国になっていました。知識や教養とい

う面では、統治システムを運営管理する観点からの、官僚の資質に英国と比べ大きな違い

のようなものは無かったと思います。ただ、英国が、植民地での中間管理職育成に力を注

いだことに対して、ポルトガルはポルトガル人による統治に拘りすぎた点で、植民地とし

て経営することができなかった、それが植民地時代を迎えて、ブラジル以外には成功でき

なかった原因と考えています。 

 

産業の担い手の多様性：産業の担い手の多様性：産業の担い手の多様性：産業の担い手の多様性：貿易従事者の多様性も挙げられます。独占貿易なので、タッチし

ていたのは王族と一部の商人だけでした。多様性を認め、競争させる、新しい販路に向け

て商品を売るということは行われませんでした。それでも、バリューと呼ばれる、香辛料

や高級工芸品、陶磁器、高級絹織物、砂糖などの高級品主体のビジネスだけでやっていけ

た、大航海時代はまだよかったのでしょうが、植民地時代に入っていくと、バルクと呼ば

れる、利幅が少なく、多量販売で稼ぐビジネス・スタイルに変わっていきます。香辛料や

砂糖などもそう高額で利幅が大きなものではなくなっていきます。陶磁器などは国内生産

も試みられるようになっていきます。何よりも、購買主体が王族・貴族ではなく、ブルジ

ョワジーなので、ブルジョワジー向けの商品開発、商品調達が求められるようになってき

ます。思考の切り替えが遅い官僚システム、適用が素早くできない狭い貿易従事者集団で

は、この時代変化には対応できなかったと言われています。 

 

産業振興：産業振興：産業振興：産業振興：産業開発、商品開発、起業の面から先の点をもっと検討してみましょう。ユダ

ヤ人やアラブ人には産業開発、商品開発、起業の精神とノウハウがあったのですが、異端

審問で国外追放をしてしまいました。彼らは金融も握っていたので、追い出した後では、

自国での金融業は育たなく、イタリア商人やフランダース商人に握られてしまいます。ヨ

ーロッパでの輸出品調達では、自国ではなく、競合相手であった海外調達の方が価格も安

く質もいいので、輸入を全面的に受け入れました。しかし、このため、国内産業育成が障

害を受けました。武器、毛織産業育成などの試みもあったのですが、輸入派に政治的に負

けてしまいました。また、英国やオランダには国内市場がありましたが、ポルトガルには

国内市場が無く、アジアからの輸入品はただポルトガルの港を素通りするだけでした。場

合によっては、船は直接、フランドルの港に向かいました。英国やオランダには、輸入品

を購買できるだけのブルジュワジーが存在し、また、国内産業振興などでその層が時代を

下るに従って厚くなっていったのとは対照的です。 

 

宗教に対する寛容性宗教に対する寛容性宗教に対する寛容性宗教に対する寛容性：：：：これは、産業振興の担い手の多様性に関係することですが、当初は

宗教に対して寛容で、スペインを追われたユダヤ人の滞在を認めていますが、1492 年、ス
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ペインを逃れて流れ込んできたユダヤ人難民が人口の 1/10 にも達すると、寛容になれなく

なってきます。もっとも、こんな事態になれば、どの国でも秩序維持の面で脅威を感じざ

るを得なく、寛容になれないでしょう。また、スペインの影響もあり、非寛容になれなく

なっていきます。当時、スペイン王家とポルトガル王家の婚姻による同盟が検討されてい

ましたが、スペイン王家から妃を迎え入れる条件に、異教徒の追放があったので、政治的

にも、ユダヤ人を国外追放せざるを得ませんでした。 

 

人材の払拭人材の払拭人材の払拭人材の払拭：：：：急速に拡大する海軍と海外拠点に対応して人材が取られてしまった、しかも

人材育成システムが未整備だったことも失敗要因として挙げられます。船大工は戦艦建造

に取られ、漁船の造船どころではありませんでした。また、戦艦建造で木材も払拭し、木

材はフランダースから輸入していました。漁民も船乗りとして取られ、漁村は荒廃してい

きます。ジェノバ人が製塩とタラ塩付産業を起こし、輸出商品にし、大航海時代前は、ポ

ルトガルの漁村は豊でしたが、大航海時代以降は、主要輸出製品であったタラ塩付加工で

すら、漁村での人手不足で製品を製造して輸出できず、国内で消費される塩付けタラを英

国から輸入するという状態でした。 

また、国内で就業できない人間や海外での成功を夢見る人材が海外にどんどん流失し、

国内の産業を担う人材が払拭していきました。例えば、16世紀前半から17世紀前半にかけ、

インド及びブラジルに毎年約 3～5 千人が移住しています。しかも、これは登録されたもの

のみで、実際にはこれよりはるかに多い人数が海外移住を行っていると考えられます。少

し時代が下るのですが、1620 年代のブラジルへの移民は年間 8 千人で、これも登録者のみ

の数字です。1527～32 年の国勢調査では、ポルトガルの人口は 140 万人なので、1%近くの

人口移動が続いたことになります。 

 

競争競争競争競争：：：：英国とは比較的良好な関係でアジア貿易を行っていけましたが、オランダの激しい

侵略に負けました。持っていた香料諸島、マラッカなどの植民地や貿易拠点をことごとく

オランダに奪われます。当時、ポルトガルはスペインに併合され、オランダから見れば敵

対国だったこと、スペインは、銀が採掘される新大陸などの自国の植民地との貿易船を守

ることを重視し、ポルトガルが築いた海上貿易ネットワークやその海外拠点を守ることに

はあまり熱心ではありませんでしたし、また、あまりにも広大なので、手薄にせざるを得

ませんでした。奪われたブラジルなどの領土をオランダから返還されるのは、スペインか

ら独立した後のことで、また、インドネシアなどは永久に返還されませんでした。スペイ

ンからの独立に際し、英国からの支援を得るために英国商人に特権を認める、あるいはボ

ンベイを譲渡するなど、競争相手である英国に譲りすぎたことも、その後、海上帝国を再

興できなかった原因となります。 

 

防衛、軍事防衛、軍事防衛、軍事防衛、軍事：：：：スペインに併合され、海軍力を維持できなく、オランダの侵略を阻止、ある

いはオランダに取られた海外領土の奪回ができない状態になりました。ポルトガルのスペ

インからの独立の一因には、スペインがあまりポルトガルの商船を守ってくれなく、あま

りにもオランダの略奪のままにされるので、そのことに対する不満がったといわれていま

す。スペインは、銀の入手のために、大西洋航路の防衛には熱心だったのでしたが、イン

ド航路の防衛にはあまり熱心ではありませんでした。 

また、モロッコのアラブ人との戦争にこだわり過ぎた点も失敗要因と考えています。こ

こはインド貿易にはあまり重要ではない場所で、ポルトガルがここに拘ったのは、国王に

は貿易よりも、ムスリムを滅ぼし、キリスト教主権を確立することの方が、関心が強かっ

たからでした。マルクス的に言えば、国は経済で持つのであり軍事で持つのではないとい

うことの認識が完全に欠如していました。スペインほど強く露骨ではなかったものの、十

字軍的思考、領土獲得思考から抜け出せなく、貿易や商業振興などの経済から国を成立せ

しめるという考えが入り込む余地がなかったのが失敗の原因と考えられます。 
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(11)まとめ 

私個人の意見では、ポートワインなど、特産物も開発でき、ヨーロッパの小さな国が激

動の中でよく独立を保ちつつ現代に至ったと見ていますが、EU の中では、お荷物と考えら

れていて、意見が分かれるところです。最近は、歴史を生物の生存競争のように解釈する

見方もあり、スコットランドやバスクはポルトガルのように独立を保つことはできなかっ

たことを考慮するのであれば、ポルトガルもバスクのようにスペインに併合されたまま、

再独立を成し遂げられず現在に至った可能性があると思います。そういった意味では、う

まく英国を政治的に利用して再独立し、生き延びたと見ることもできるのではないでしょ

うか。もっとも、独立当時は、スペインも帝国没落時で、ポルトガルの独立運動を鎮圧で

きなかったこと、英国の支援を得られたこともめぐまれた点でした。 

 経営学で、スペインやポルトガルの 16 世紀の歴史を、ケース・スタディに取り上げられ

ることがありますが、研究者の見方は、経営学的にはせっかくの創業時の成功を、中興時

に戦略で失敗し、経営者の経営環境に対する勘違いというように解釈されています。ただ、

グローバルな動きの中で企業を存続させるというのは経営としても難しいので、失敗した

後では失敗原因をいくらでも挙げられますが、当事者になってみるとなかなか成功あせら

れないものです。 

 欧州は現在、統合化を進めていますが、その中でのポルトガルの立場が今後どうなるか

は不透明です。ドイツなどには、スペインやギリシャなどと共に EU から切り離せという意

見もあるので、厳しい将来が続くものと思われます。 

 

5.スペインスペインスペインスペイン 

 1492 年のコロンブスの新大陸発見で、ポルトガルに続いて大航海時代に突入し、新大陸

での金・銀の収奪による財務基盤をベースに、ハクスブルグ帝国の一員として、ヨーロッ

パの 1/3 を占め、さらには、ポルトガルとその海外領土や拠点の併合により、日の沈まない

帝国を築きました。また、新大陸、特にカリブ海の島でのサトウキビ栽培で、その後の植

民地時代を切り開きました。現在ある国際貿易システムは、スペインが、欧州と新大陸を

貿易航路で繋ぎ、さらに、新大陸（メキシコ）とフィリピンのマニラがマニラ・ガレー船

航路で繋がり、ここにポルトガルが切り開いていた、欧州とアフリカ経由でのインド、そ

してインドネシア、さらには中国（マカオ）や日本までの世界貿易ネットワークが、マニ

ラで結びつき、航路としての交易ネットワークが完成しました。また、メキシコ貿易銀貨

(1535 年-)が、一種の国際交易での基軸通貨として成立し、交易決済の面でも、この世界交

易ネットワークのシステムを完成させました。 

 一方、新大陸から収奪的に欧州にもたらされた多量の銀は、欧州でのインフレーション

を引き起こすと共に、北部（フランドル）の国際貿易の活性化、産業開発（英国）をもた

らし、植民地時代に繋がっていくことになります。ただ、バルクと呼ばれる、木材、穀物、

塩付ニシン、毛皮など値段は安いが量販で稼ぐ商売で産業が成立し、宗教、言論などに寛

大で広くいろんな人種や異なった国籍の商人を受け入れ、自由に商売を営ませることで繁

栄していたフランドルを弾圧し、オランダとの独立をめぐる対立、英国そしてフランスの

国力の高振と対立、その対立で負けてしまったことにより、次の植民地時代では没落に向

かって行きます。 

 スペインの失敗を、外部要因として欧州での、ハクスブルグ帝国の利権を守るための多

面的長期的な戦争が挙げられ、また、内部的要因として、宗教に対する不寛容性が挙げら

れます。スペインの、宗教裁判による宗教弾圧の目的は、カソリックの保護もありますが、

実は、ユダヤ人や新教徒の持つ財産の没収（収奪）と、政治的な統治の内部の対立を、ス

ケープゴーストを作ってそらし、一種の恐怖で統治すること目的だったと主張する学者も

います。しかし、スペインのこのやり方は、産業振興を担っていた人材やネットワークの

流失を招き、せっかく確立した世界交易ネットワークにおいて、ユダヤ人やイタリアのよ
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うにシンジケート形成もできませんでした。 

北部イタリアの商人たちは、バリューと呼ばれる、胡椒、高級工芸品など付加価値が高

いものを売って稼ぐ商売を行っていました。ジェノバ、ベニスなど、同じ都市出身者が、

貿易相手の場所に住み着き、店を開き、そこで商品調達を行い、そのネットワーク（シン

ジケート）での貿易や取引を行うものでしたが、スペインの貿易は、船の建造資金調達や

商品購入資金調達での金融でイタリア系の商人や貴族に握られていて、その関係で、交易

で用達した商品の販売までイタリア商人に抑えられていました。イタリア北部の銀行は、

スペインの銀行として成功するも、スペイン王室の破産などで大きな痛手を被っています。

スペイン側も、もともとはムスリムとの領土回復戦争、その後のフランスとの戦争、そし

てオランダとの戦争、ドイツでの戦争と、戦争が途絶えることがなく、借金付けの状態で

した。新大陸で略奪した金銀は、借入先であるフランダースや北イタリアに流れ、スペイ

ンにはほとんど留まらなかったと言われています。また、当時の戦争は傭兵制での戦争で、

戦争にはお金が必要でした。兵士の雇用だけではなく、大砲などの軍備品の調達と支給も

王室でした。膨大な軍事費を調達するために、イタリア、フランドルなどの銀行に対し、

国債を発行し、戦費を賄うことも始まっていました。それでも軍事費のためのお金を求め

るために、宗教裁判で、ムスリムから転向した新キリスト教徒が持っていた財産を巻き上

げようとしたと言われています。 

宗教裁判は実は 3 つの機関が実施していて、ローマ法王庁所属の宗教裁判所は、ガリレ

オ裁判で有名ですが、思想がキリスト教の教えに沿ったものかを判断することを目的とし

て、出版物の検閲を主に実施しています。これに対し、スペインとポルトガルの宗教裁判

所はそれぞれの王家の支配下に属し、異端者であるかどうかを判断していて、異端者であ

ると判決された被害者に財産は、スペイン王家の支配下に属する教会に没収されています。

この発表で、教会の関与、特に没収された財産の蓄積とその使用についての質問を受けま

した。ローマ法王庁側の資料では、特に大きなスペインやポルトガルからの財務的収入は

なさそうです。[6] 異端審問で没収された財産の多くはスペインの教会と王室に蓄積されて

いたようです。スペインの教会に蓄積された没収財産は、フランシスコ・ザビエルなど、

スペインからのミッショナリーの派遣費用や海外での布教のための費用に使われています

が、それと共に、スペイン教会の土地購入に支出され、内戦前には、かなり多くの土地が

教会のものとなっていることが注目されます。また、ローマ法王庁側では、スペインやポ

ルトガルで実施されていく異端審問に対し、行き過ぎと考え、バランスを取るための介入

を試みていますが、スペイン王室側からの強固な拒絶に合い、失敗しています。スペイン

における異端審問の常軌を逸した陰惨性は、スペイン王室側の、恐怖政治的意向のもとに

進められたものだと、Green などは主張しています。 

 

(1)レコンキスタ 

 711 年からレコンキスタによる領土回復までは、スペインは、イスラム（グラナダ王国）

の支配下の土地でした。多くのユダヤ人は住み着き、コルドバなどには、ムスリムのモス

クに付属した大学で教えられる知識を求め、欧州各地から学者が集まってきました。こう

して、ムスリム支配下の中世スペインから、アラビアに伝わった古代ギリシャ・ローマ時

代の知識やインドなどから伝わったが、欧州各地に伝えられ、オックスフォード大学をは

じめとする欧州の大学の設立の基となっています。スペインは、一種の科学・技術の発信

地のような役割を果たしていました。 

13 世紀、カスティーリア王国がイスラムからほぼ国土を奪回しました。しかし、イスラ

ムがグラナダに籠り、城攻めは費用がかかるので、資金難などから、13 世紀には、一時レ

コンキスタ（領土回復運動）がストップすることもありました。 

1469 年、アラゴン王国のフェルディナンド王子とカスティーリア王国のイザベル王女の

結婚により、アラゴンとカスティーリアが 2 人の共同統治になります。アラゴンは比較的

土地が豊かで、フランス南部を挟んでイタリアに接している関係で、地中海（イタリア）
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の政治動向に敏感な土地がらでした。イタリアの影響を受け、アラゴンは、外交システム

や統治システムが整っていました。一方、カスティーリアは乾燥地帯で、牧畜（羊）しか

できない貧しい後進国でした。ただ、貴族は戦闘的で、領土を広げることに熱心でした。

外交システムや統治システムは封建時代のままで、征服に従って首都を移すので、首都す

ら常に移り変わっていました。貴族の戦闘的性格と地理的に残ったイスラム領土がカステ

ィーリア南部に存在した関係で、15 世紀のレコンキスタはカスティーリア主導で、南に向

けて行われていきました。そして、1492 年、最後のムスリムの砦であったグラナダを奪回

することに成功します。ただ、レコンキスタ完了に伴い、異教徒を追放し、あるいは、キ

リスト教への改宗を迫ります。カスティーリア王家と貴族、古くからのキリスト教徒の、

異教徒に対する不寛容性が強く、1391 年に反ユダヤ運動が発生し、1492 年にイスラムの支

配地を完全に征服したことでその動きが決定的になりました。ただ、この反ユダヤ運動は、

統治者側が、政治的な意見の対立を外に敵を作ってそらそうとしたこと、ユダヤ人が金融

や熟練手工業を担っていて、キリスト教徒の同業者の妬みを買っていたことなどから、ス

ケープゴーストにされやすかったからだと言われています。しかし、ユダヤ人が金融や熟

練手工業を担っていて、それを追放したので、産業の担い手を失うことになります。 

 

(2)大航海時代 

1492 年に第一回目のコロンブスの航海が行われ、新大陸が発見されます。コロンブスの

航海は計 6 回行われていますが、新大陸では香辛料が栽培されていなく、目的としていた

香辛料貿易ができませんでした。早くも、1493 年の第 2 回目航海には、第 2 回目の航海か

らは植民地化が目指されています。アメリカ原住民にとっては不幸なことに、金・銀の収

奪が行われ、さらには、多量に銀を算出する銀山の発見で、多量の金・銀がスペインに流

れ込みます。残念なことに、スペイン王は、欧州での戦争にしか興味がなく、その資金源

ぐらいにしか考えていなかく、産業育成などに使われることはありませんでした。スペイ

ンとポルトガルがそれぞれ発見した土地を海外領土として主張するので、どこかで衝突が

起こることが懸念され、1493 年、スペインはポルトガルとの海外領土所有権の合意を行い、

1494 年、再合意を行い決着させます。これがトルデシャス条約と呼ばれるもので、これで、

スペインは西まわりで発見された土地を、ポルトガルは東回りで発見された土地を所有す

ることになります。 

1519 年、マゼランの世界周航海が行われます。マゼランはポルトガル人ですが、ポルト

ガルの財務状況もあったことと、トルデシャス条約のため、西に向かって航海する場合は

スペインから出航せざるを得なかったので、スペインから出航したと言われています。マ

ゼンランが殺されることになったフィリピンの発見は、後に、世界貿易路が形成されるき

っかけとなっています。1565 年～1815 年に行われた、マニラ・ガレオン貿易により、フィ

リピンと新大陸との交易路が構築され、マニラはアジア貿易の拠点になり、それまでのポ

ルトガルによって築かれたインド航路と結びつき、世界交易路が形成され、それまで独立

していた世界はここに一つに繋がります。 

 

(3)新大陸での収奪 

 コロンブスの新大陸発見時から、悲惨な住民虐殺が行われています。コロンブスが新大

陸発見の航海を終え、アメリカ原住民を連れ帰り、奴隷として、イザベル王女に献上しま

すが、イザベル女王から、新しい土地を派遣したら、その土地の住民をキリスト教に改宗

すべきなのに、奴隷にしてしまうとはとあきれられて、受け取りを拒否されています。私

から見て、スペインとスペインが関係したアルゼンチンやチリなどの国の歴史のいろんな

場面で、コロンブスの探検当初から見られる強い収奪志向、住民虐殺が見られることは、

スペインやラテンアメリカの歴史に居心地の悪さのようなものを感じる原因となっていま

す。新大陸の探検は、コンキスタドールと呼ばれる、スペイン人の軍人上がりの人々によ

って進められていきます。彼らによって、1521 年、アステカ王国が滅ぼされ、1533 年、イ
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ンカ帝国が滅ぼされます。これらの探検に伴う膨大な住民虐殺を、Green などは、異端審問

に象徴される、本国の恐怖政治により植え付けられた恐怖が植民地で堰が切れて、住民虐

殺に向かったのだと考えています。私自身は、本国での生活の貧しさや、思考の貧しさ、

そして、貧しさの中で秩序を保つために採択された本国の宗教の偏狭性が残忍性の堰を切

らせたのだと考えています。 

1545 年、ポトシ銀山（現ボリビア）が発見され、1543 年にはメキシコのグアナフアト銀

山他が発見され、新大陸は銀の採掘で湧きます。この豊富な銀を基に、メキシコで新通貨

が発行されます。これがメキシコ・ドルと呼ばれる 8 レアル銀貨です。スペイン、新大陸、

マニラでこのメキシコ・ドルが貿易決済に使われていましたし、やがて、併合されるポル

トガルの海外領地でも使えました。こうして、このメキシコ・ドルが世界貿易の基軸通貨

になっていきます。 

 

 
 

 新大陸での銀の発見は、現地人を奴隷として採掘するもので、多大な人口消滅をもたら

しました。また、スペイン人が持ち込んだ天然痘で、カリブ海の現地人はほぼ全滅し、新

大陸の現地人の 1/3 は、酷使と流行病で死亡したと言われています。アメリガ原住民を労働

力に使えなくなったので、アフリカから奴隷を持ち込み、採掘を続けたとされます。 

銀の採掘の次には、カリブ海での砂糖プランテーションが軌道に乗ります。最初は現地

人を奴隷として使っていましたが、全滅してしまったので、アフリカから奴隷を連れてき

て、プランテーション農業を営んでいます。砂糖は欧州では、最初は薬、そして栄養剤と

して用いられました。主に、王室や貴族が、栄養剤として、そして、贅沢品として用いら

れ、やがて、砂糖菓子などにされ、王室の宴会などの飾り物、そしてその後の引き出物と

して使われました。ここから順次、金持ち用に使われ、需要が高まっていきました。 

 

(4)欧州での戦争へののめり込み 

 当時の欧州の戦争は、増税への不満か宗教弾圧への反抗から発生したものでした。オラ

ンダの独立運動もポルトガルの独立運動も、増税と戦争負担を彼らに求めたことから発生

しています。1519 年、カール 5 世（スペインではカルロス 1 世：在位 1516～1556）が、神

聖ローマ帝国皇帝に選ばれます。これをきっかけに、スペインはハクスブルグ家関係の、
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ドイツやイタリアなど、欧州の戦争にどっぷりつかっていきます。ハクスブルグ家との結

びつきは、隣国のフランスへの対抗から、アラゴン王国のフェルディナンド王子の思惑で

ハクスブルグ家との結びつきに走ったとされていますが、子孫がハクスブルグ家の当主に

なってしまい、むしろハクスブルグ家の思惑に沿って、スペインは忠実に欧州でのハクス

ブルグ家の利権を守ります。豊富な新大陸からの銀を基に、フランスとのイタリア、ナポ

リの領土権を巡っての戦争を 4 回も行っています。1557 年と 1558 年のサンカンタンの戦い

を経て、1559 年のカトー・カンブレジ条約でフランスと和解し、フランスとの戦争は収ま

りますが、1550 年代～1580 年代にオスマン帝国の侵略から欧州を守るために、オスマン帝

国との戦争が続きます。1571 年のレバンド沖海戦でオスマン帝国の侵略を打ち砕くものの、

完全粉砕ができたわけではなく、対イスラム戦のための膨大な軍事出費が続きます。また、

オランダの独立戦争を英国が支援したことに関し、1588 年には英国との海戦（アルマダ）

が行われています。スペインの英国戦は 2 回実施され、この 1588 年のアルマダ海戦は、ス

ペイン海軍が壊滅的被害を受けたことで有名です。 

 

 英国との戦争は、そもそもは、戦費負担を、当時はハクスブルグ家の領土であったフラ

ンドルに求めたことから始まりました。税金が上がることを不満として、1566 年、ネーデ

ルランドは反乱を起こします。この独立戦争は、途中 1609 年～1621 年の休戦をはさんで

1648 年まで 82 年間続き、80 年戦争と呼ばれています。オランダはフランス、英国、ドイ

ツのプロテスタントに支援をあおぐことで国内の反乱ではなく、国際的な戦争にしようと

しました。当時の英国国王であったエリザベス女王は、金が無く戦争出費をためらい、議

会から何度もオランダ支援の許可を求められますが、がずるずると煮え切らない態度を続

けていました。当時のエリザベス女王の年収入（王室収入）は約 30 万ポンドで、それに対

し、スペインのフェリペ 2 世の税収入はカスティーリアからの 620 万ドゥカード（150 万ポ

ンド）に加え、新大陸からの銀やその他の領土からの収入があり、エリザベス女王の収入

の 5 倍以上ありました。 

1574 年のフェリペ 2 世の財務状況は、 

－歳入は      620 万ドカール 

－歳出は     1,000 万ドカール 

 債務返済：    300 万ドカール 

 通常国防・行政費：200 万ドカール 

 オランダ戦費：  370 万ドカール 

 地中海戦費：   200 万ドカール 

 

で、収入も多いものの、主に軍事支出による支出も多く、赤字状態で、赤字だけでエリ

ザベス女王の年収の 4 倍近くもありました。もし、戦争と借金がなければ、エリザベス女

王の 4 倍の収入での悠々暮らしが十分可能であったと言えます。一方の英国のエリザベス

女王の方は、人口増加の中、唯一の輸出商品である羊毛が、戦争のせいでスペインに海上

封鎖され、ネーデルランドに輸出できず、経済政策では行詰っていました。エリザベス女

王としては、戦争できるような状態ではなく、さらに、スペインの軍事力は強大でした。 

 

オランダでの戦争は、泥平原での城取り戦で、これは野外戦に比べ格段に費用と時間が

かかるものでした。オランダ側も、反乱軍の主導者が殺されたりで、苦しい状況でした。

スペインは、膨大な戦力投入を行い、フランスとの和平締結もあり、1570 年代には、スペ

インのネーデルランド総督アルバ公により、反乱はほぼ鎮圧される直前でした。しかし、

1575 年、膨大な戦争出費に耐えられなく、スペイン王家は破産宣言を行い、支払を停止し

ます。この王室破産のため、アントワープとメディナ・デル・カンポのスペイン系商人の

破産、羊毛産業の破壊、ブルゴスの毛織物職人も四散と国内産業の衰退が起きます。また、

給与支払いがストップしたため、1576 年、8 万人いたフランドル駐在の軍隊の統制ができ
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なくなり、軍隊は暴徒に変貌し、反乱の鎮圧を続行できなくなっただけではなく、兵士は

アントワープなど、フランドルの占領下の都市を次々に強奪し、占領地は荒廃してしまい

ます。このため、反乱軍鎮圧どころか、占領地の治安体制整備すら遠のいてしまいます。

フランドルは金蔓の土地で、スペインは、海外貿易での輸出日調達と輸入品の販売をこの

フランドルに頼っていたのですが、その販売先にダメージを被ってしまいます。現在はベ

ルギー領の南部フランドル地域の商人や職人など、北部欧州での産業の担い手が、フラン

ドル駐在スペイン軍の略奪や焼き討ちを逃れ、アムステルダムなどのオランダ地域に逃げ

ます。こうして、財源の源泉すら失ってしまいます。 

 

 
 

一方、英国のエリザベス女王は、苦しい財務状況の改善のためには増税が必要で、税収

を上げるためには改革が必要だということは認識していましたが、それには大きな政治摩

擦を招くので、断行できずにいました。断固、凛というイメージのあるエリザベス女王で

すが、政治的には意外に、なかなか何も決断しない、優柔不断の性格だったようです。英

国議会は親オランダで、エリザベス女王に何度も、オランダ支援の承認を求めますが、だ

らだらと引き伸ばし、とぼけたりで、なかなか承認を与えません。膨大な収入、膨大な海

外領土、巨大な軍備、どれを取っても当時のスペイン帝国は英国の競争相手ではなく、そ

の力の差を十分認識していて、とにかくスペインとの衝突を避けようとします。 

 

しかし、1585 年、執拗な議会からの懇願に負け、エリザベス女王はやっと重い腰を上げ

て、ネーデルランド支援を決めますが、ネーデルランドに派遣を決めた兵士の数は、スペ

インとの全面対決を避け、しかしオランダ側の顔を立てるために、わずか 700 人でした。

当時のスペインのネーデルランド駐在軍は 6 万人で、とてもスペインに対抗できるような

ものではありませんでした。スペインは、英国の懲罰を目的として対英国戦を決めたもの

で、英国に負けるなどとは全く考えていませんでした。 

 

もともとは海賊で、このアルマダ戦で英国艦隊の指揮者となったことで有名なフランシ
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ス・ドレイクなどによる、英国のスペインの貿易に対する海賊行為に、スペインは怒って

いました。また、カソリックであるスコットランドのメアリー女王をエリザベス女王が処

刑したことに怒っていました。メアリー女王は、フランスの貴族社会で育ち、フェリペ 2

世の妃とは友人同士でした。妻の親友を殺され、不快に思っていました。スペインから見

て、英国はカソリックの国であるべきなのに、プロテスタント化を進めています。そんな

不遜な行為の続く中で、英国はネーデルランドの反乱軍を支援しました。1588 年の対英国

戦は、英国の行った 700 人の兵士派遣は、それ自体が問題ではなく、英国の反抗的な態度

が問題で懲罰を考えたものでした。ただ、フェリペ 2 世はかなり慎重に、2 年がかりで対英

国戦を準備しています。130 の大型軍船（ガレオン船）を含む 200 隻の軍艦で、スペインか

ら 1.9 万の兵士を積み込み、フランドルに向かい、フランドルで、フランドル駐在兵から陸

上兵士 2.7 万人を積み込み、ロンドまで 1 日の距離にあるケントに上陸し、そこからロンド

ンに侵攻する計画を立てます。当時、英国は国防用のまともな海軍すら持っていなく、ス

ペインを迎え撃つために編成した陸軍も民兵を大急ぎで集めて編成したもので、まともな

陸軍ですらありませんでした。スペインの戦争布告で、民衆は大パニックに陥ります。イ

タリアやフランドルにあった銀行家は、英国がスペインに占領されると考えていました。 

 

 戦争が始まり、スペインのアルマダ船団が英国に近づきます。スペイン海軍は、大型短

距離砲を積んでいました。この破壊力を恐れ、英国艦隊はあまりスペイン艦隊に近づきま

せん。一方、英国艦隊は、射程距離は長いものの破壊力が弱い長距離砲を積んでいて、こ

れで射撃するものの、破壊力が弱く、スペイン艦隊にあまり被害を与えることができませ

んでした。英国のゲリラ的戦法もありますが、突然起きた嵐による被害でスペイン艦隊は

対英国戦を成功させられなかったのであり、日本の神風に似たようなものだったと言えま

す。ただ、この戦争後、英国では主戦派が勢いづき、英国からスペイン海軍に挑もうとし

ますが、衰えたりとは言え、まだスペイン海軍の力はまだまだ強大で、英国海軍は全く勝

つことはできませんでした。エリザベス女王も晩年には経済力や軍事力の差に対する認識

がボケで弱まったのか、対外戦を認めるようになり、その軍事費支出を一つの原因として、

英国の経済状態が悪化していきます。 

 

(5)戦争と内乱による帝国の没落 

反乱は、1520 年に、カスティーニア、バレンシア、マジョルカで、コムニダーデス（元

ムスリムの改宗者）が、強まる宗教裁判を介しての弾圧に対して反乱を起こしたのが、宗

教をきっかけとした反乱の始まりでした。オランダ独立戦争は、宗教が原因ではなく、増

税に対する反抗で、それが、独立を勝ち取るために宗教が巻き込まれ、カソリック対プロ

テスタントという構図になったものです。その後、ドイツを中心に、30 年戦争が起きます

が、カソリックでありながら反乱側で戦ったりと、戦争は、そもそもは利益の獲得を本質

とするもので、カソリック対プロテスタントという図式は後付けのようなものです。 

 

オランダ独立戦争で、1580 代の英国へのアルマダ派遣は、独立軍（反乱軍）との 2 回目

の講和のチャンスでした。しかし、アルマダが嵐で大損害を受け、スペインは講和の機会

を逸します。1590 年、フランスの新国王を巡ってプロテスタントのアンリ 4 世が意欲を燃

やします。プロテスタント王の即位を阻止しようと、スペインは、ネーデルランド戦線を

縮小し、フランドル駐在軍をフランスに向けました。苦しい戦いを続けていて限界に近か

ったオランダ反乱軍は、このスペイン軍の方向転換で救われます。 

－1598：フェリペ 3 世（1598～1621）、フランスのアンリ 4 世と講和 

－1604：英国のジェイムズ 1 世と講和 

－1598 年から続いていたオスマン・トルコの侵略も下火になる。 

と、フランス、英国と講和に成功し、ネーデルランドの反乱鎮圧に専念できると思ったの

もつかの間、1596 年、1607 年に王室は破産し、戦争継続ができなくなり、反乱軍と講和し、
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最終的にはオランダの独立を認めざるを得なくなります。スペインは、1596 年、1607 年を

含め 4 回破産宣言を行っています。 

そして、1609 年、オランダ反乱軍と休戦を行い、この休戦は 12 年間続きます。この休戦

を利用して、オランダは東インド会社を設立し、国作りに集中し、国力をつけてきます。

この休戦条約の中で、オランダ商人にスペイン領土への船の寄港や貿易を許していて、こ

れによってオランダはスペインに対抗し、オランダの繁栄を築く手がかりをつかみます。 

この間、スペインでは、1640 年に、カルターニアで反乱が起き、同年、ポルトガルが、

スペインが反乱鎮圧で手が回らない状態を利用し、独立します。スペインは戦争と内乱に

よって凋落していき、オランダの独立戦争を鎮圧できる状態ではなくなり、1648 年講和を

行います。スペイン側からは講和ですが、オランダ側からはこれをもって、独立としてい

ます。 

フェリペ 2 世～3 世の治世の 1 世紀間、スペインは、フランスと争い、イタリアで戦い、

フランドルで反乱独立軍と戦い、オスマン・トルコのハスクブルク領土侵略防衛で戦い、

英仏海峡で戦い、増税や数強弾圧をめぐって反乱が多発し、戦争という泥沼に足を取られ

ます。この戦費調達で王室（＝国家）は破産します。豊富な新大陸から収奪した金・銀の

流入があり、それを過信して戦争にのめり込んだ側面もあるものの、戦費の出費の方が膨

大でした。その後も、スペインは戦争から足を洗えません。 

30 年戦争で、神聖ローマ帝国のドイツは荒廃していきます。西ポンメルンはスウェーデ

ンに侵略され、アルザルはフランスに取られ、その他は領邦主権で分裂と、30 年戦争で国

土は荒廃し、戦争前に 2,000 万いた人口が 1,600～1,700 万に減少し、経済活動はマヒ状態に

なります。 

 

 1620 年、新大陸からの銀の流入が減少します。カスティーリアは当時人口減少で不況で

あり、カスティーリアでの税収が減少します。スペインは、軍事費などはカスティーリア

の王であるフェリペ 2 世が負担という取り決めでこれまでやってきました。しかし、宰相

オレーパスは、財政が赤字であること、嵩むオランダ戦のために、税制改革、軍政改革を

行い、ポルトガルやカタルニアなどに特権、特別措置廃止や増税と軍隊供給を求めました。

これがきっかけでイタリア、ポルトガル、カスティーリア以外のスペインで、続々と反乱

が発生していきます。 

1640 年、ポルトガルにクーデターが起き、独立闘争となってきます。1647 年、ナポリ王

国とシチリアが財政上の不満（特権、特別措置廃止や増税と軍隊供給）から反乱と、1648

年のウェストファリア条約（30 年戦争）時は、スペインは完全に破産状態でした。 

 

1643 年、フランスとの戦争（ネーデルランド国境近く、フランス北部のロクロワでの戦

闘）が起きます。スペインの経済は、ミラノなどの銀行とフランドル（ベルギー）での貿

易で持っていて、この 2 つを繋ぐ陸路がスペイン街道と呼ばれる、ロンバルディア→ミラ

ノ→フラッシュ・コンテ→アルザス→フランドルへの、アルプス西側の神聖ローマ帝国の

フランス国境沿いに繋ぐ回路でした。当時、ミラノは大スペイン帝国の一員で、資金源で、

ここからのフランドルへの陸路は、スペイン帝国の経済を維持する上で絶対確保すべきも

のでした。ここをフランスが侵略しようとして、スペインは必死で守ろうとしたものです。

結果は、守れなく、スペインの黄金時代は終わってしまいます。1659 年、フランスとの戦

争に敗れ、ピレネー条約を結びます。これがスペインの黄金時代の終焉となります。1700

年、フランスのブルボン王朝のフィリップがフェリペ 5 世としてスペイン王になります。

その後は、スペインは、内乱だらけの悲惨な国家になっていきます。 

 

(6)失敗要因 

多面戦争：多面戦争：多面戦争：多面戦争：失敗要因の最大のものは、ヨーロッパでの戦争、しかも、ハクスブルグと神聖

ローマ帝国の戦争にのめり込みすぎたことが原因と私は考えています。戦争の原因は宗教
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戦争と、戦費負担のために統治先での税金を上げ、その不満からの反乱で、その鎮圧を多

面戦争として実施しています。何やら、馬鹿な戦い方を行った第 2 次世界大戦の日本の状

況に似ています。例えば、ネーデルランドの反乱に対する鎮圧作戦を行いながら、同時に、

ハクスブルグのオーストリアを脅かすオスマン・トルコと戦うというようにほぼ常に 2 面

戦争、3 面戦争を行っていて、ほぼ戦争が絶えることがありませんでした。まだ侵略戦争は

領土も増え、税収増加や征服した土地の産業の取り込みなど、発展の可能性がありますが、

防衛戦争は領土が増えることはなく、勝っても負けても出費がかさむだけです。この戦争

費用負担のために財務的に破産したと言えるでしょう。豊富な新大陸からの金銀流入で十

分戦争を行えると考えたのですしょうが、その豊富な金銀流入を超える費用が戦争にかか

ったことで、国家は破産、衰亡に至ります。この点、英国のエリザベス女王は、金も無か

ったこと、スペインの巨大さを恐れていたこともあり、スペインとの戦争になることを極

力避けようとしたことが注目されます。エリザベス女王の、この戦争を避けるという政策

が、その後の英国の繁栄に繋がっていったとも言えるのではないでしょうか。 

 

まじめさ、あるいは非寛容：まじめさ、あるいは非寛容：まじめさ、あるいは非寛容：まじめさ、あるいは非寛容：「カソリックの盟主」とローマ法王におだてられた面もあり、

苦しい王家財務状態の中で、濡れ手で泡的に、名目の立つ異教徒や異端者から財産を没収

することで収入を増やそうとした面もありますが、イスラム教徒やユダヤ教徒をスペイン

から追放するだけではなく、キリスト教への改宗者に対して、過去に遡って、先祖がイス

ラム教徒やユダヤ教徒だったというだけで、審問を行い、拷問で無理やり異端者に仕上げ、

迫害などを行うなど、非寛容をやりすぎたことも、没落の大きな原因と考えています。ネ

ーデルランドや英国、そしてイタリアですら、イスラム人やユダヤ人には商業従事に対し

て寛容であり、彼らのビジネスを活用しながら産業振興や産業開発を図っています。どこ

まで政策的に英国王やオランダを司法統治していた貴族がそのことを意識していたかは難

しいのですが、彼らを追い出したら貿易が減少し、繁栄が減速するという意識は十分持っ

ていたました。ポルトガルも、スペインほどには宗教に対して厳格ではなく、そのため、

1492 年のスペインでの宗教弾圧で国外退去に合ったユダヤ人がどっとポルトガルに流れて

います。ただこの、難民は人口の 1/10 までにもなったので、さすがに問題になり、8 ケ月

を切っての国外退去措置に出ました。 

スペイン国王が神聖ローマ帝国の皇帝に選出されたこと、ハクスブルグ家が本家で、本

家のためという側面はあったのですが、どの戦争でもカソリック側、ハクスブルグ家側に

最初から最後まで戦争参加をし、ハクスブルグ家のための支援をしています。他のイタリ

アやドイツ諸国、さらにはスゥエーデンやフランスは、もっと自国利益を考えた行動をし

ていて、プロテスタントなのに中立を決めて参加しなかったり、カソリック側に加担する

というケースも見られる中で、ある意味くそまじめさが見られます。マキャベリ的に言う

ならば、くそまじめなだけの君主は国家を持続させていくことはできません。 

 

社会構造社会構造社会構造社会構造：：：：貴族に騙りすぎた構造も、多様性や時代変化に対応できなった原因と考えられ

ます。16 世紀初頭で、スペインの貴族は 82 家（カスティーリア 62、アラゴン 20)あります。

カスティーリアの 97%が 62 の貴族と王家に支配され、地方豪主や貴族ではない大地主はい

なく、残りは全て零細農家という構造です。しかも、零細農家は、税負担のための借金付

けで苦しんでいました。貴族は、穀物生産ではなく、羊を飼い、羊毛を売るといった畜産

やブドウ栽培でブドウ酒製造するといった換金作物栽培に熱心だったので、増える人口に

対し穀物の生産は伸びず、零細農家はますます土地を手放し、貴族に土地が買い占められ

るという現象が進んでいきます。 

一方、英国のイングランドの場合、貴族は 50 家で、15 世紀のエンクロージャ前のデータ

ですが、貴族の土地所有率は 40~45%に留まっています。英国の貴族はスペインの貴族に比

べ貧乏ですが、ジェントルと呼ばれる地主の比率が多く、彼らがほぼ残りの土地を所有し、

小作人が耕作を受負い、農民を雇って農耕作業に従事するしくみでした。英国（イングラ
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ンド）でも、羊を飼い羊毛生産で収入を得るという動きや、買収した土地を羊牧のために

囲い込む動き（エンクロージャ）はありましたが、意外に土地の羊牧偏重はなく、穀物生

産も大きく生産が落ちていない点が注目されます。また、英国（イングランド）の場合、

自作農（ヨーマン）は、土地を息子に相続させるという考え方は希薄でした。そのため、

農家の息子は親から土地を受け継ぎ農業を営むという概念がなく、10 代前半で子供は独立

し、自分の才覚で生計を営み、土地を購入して農業を営むという精神が強固でした。その

ため、自作農が所有する土地売買が盛んでした。もっとも時代を下るに従い、次第に土地

はジェントル層に集約されていきます。 

 

官僚主義官僚主義官僚主義官僚主義：：：：貿易従事は官僚で、スペイン国王指名でした。このため、汚職と非効率性が蔓

延します。例えば、毛織物も、外国製の方が安く多量に調達できるというので、国内産で

はなくフランドル産を使うということが行われました。もっとも、フランドルも当時はス

ペイン帝国の一部でしたので、必ずしも国内産とは言えないのですが、スペインでの調達

はあまり試みられませんでした。 

一方、競争相手である英国もオランダも一応、貿易は民間主導で行われていきます。英国

やオランダの商人たちは、意思決定が早く、政治（国と国との戦争）にあまり捉われなく、

商売のためには、儲けのためには何でもやるという競争精神でスペインやポルトガルの貿

易路に食い込んできます。貿易も、英国、オランダは、商人なので、何が売れるか、どう

すれば売れるかを考え工夫します。スペインは役人なので、そんなことをあまり考え、ま

せん。王族支配が強すぎ、中間層が発展しなかったので、国内消費市場が発展できなかっ

たこと、官僚主義が強すぎ、許認可が非効率で民間商業も発展を阻害されたことを没落の

原因と考えています。 

 

度々の国王の破産度々の国王の破産度々の国王の破産度々の国王の破産：：：：破産すると、王家に繋がっていたジェノバの銀行も破産し、商品を扱

っていたフランドルのスペインの商館も破産、それらに関連していた会社も破産もしくは

大きな被害を受けます。その間、競争相手の英国、オランダなどの商人に市場を奪われて

いきます。また、スペイン国王に融資を行ってくれる、他の銀行にはもっと高い金利で借

金をすることになります。ただ、多分一番大きな被害を受けたのは、育成されつつあった

スペインの羊毛産業でしょう。フランドルに製品を送って、そこから輸出していましたが、

破産とそれに伴うビジネスの繋がりが無くなり、製品を輸送できなく、製品を売ることが

できなくなります。そのため、スペインでは、食い詰める毛織物従事者や羊牧農家が続出

し、産業として立ち行かなくなりました。 

 

中流層（ブルジョワジー）の薄さ中流層（ブルジョワジー）の薄さ中流層（ブルジョワジー）の薄さ中流層（ブルジョワジー）の薄さ：：：：商人などを中心としたブルジョワジーが育たなかった

ことが最大の没落要因でした。こういった層は、ユダヤ人などを先祖に持つ企業家やビジ

ネスを志向する小金持ち、裕福な職人、外国人などから育つのですが、その種となったユ

ダヤ人やムスリムの改宗者を宗教裁判で追い出してしまいました。ジェノバ人（イタリア）

が代替した面もありますが、外人頼みの構造から抜けられません。 

一方、オランダなどでは、外国人をどんどん受け入れ、地元に移住した外国人を先祖に

持つブルジョワジーが育っていきます。英国でも事情は同じです。さらに、英国では、息

子は親から財産や稼業を受け継ぎ、生計を営むという概念がなく、10 代前半で子供は独立

し、自分の才覚で生計を営むという考えが普及していたので、英国人はビジネスや外国で

一旗揚げるという精神が盛んでした。こういった事情も企業家を育てる環境になったと思

われます。地主のジェントルも土地だけに拘らず、起業を考える風潮がありました。こう

して、英国では、中流層の国内消費が企業を支え、経済が発展していきましたが、スペイ

ンにはそれが希薄でした。 

ビジネスのやり方も、イタリア人の影響を受け、貿易では、香辛料や中国製製品を持ち

込むという、いわゆるバリュー戦略に拘ったものでした。貿易の当事者が官僚主導だった
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ので、商人が作った会社である東インド会社などのバルク戦略に転換できませんでした。

確かに貴族や王族に、輸入した高価な手工業品や香辛料を売るのは、商品が高く売れ、利

幅も大きいのですが、売れる量が限られ、利益総額では限界があることになります。一方、

少し価格を安くし、中流層に販売すれば、購買者が多いので、薄利多売で、利益総額は多

くなります。スーパー・マーケット業界がこの理論を応用し、百貨店業界よりも栄えるこ

とに成功しています。 

 

異端審問異端審問異端審問異端審問と恐怖政治と恐怖政治と恐怖政治と恐怖政治：：：：宗教裁判にはキリスト教の保護と確立という面はあったのですが、

借金に苦しむ王家にとって、没収できる財産は魅力的でした。ただ、異端審問が恐怖政治

になってしまった点が、スペインが成功できなかった理由と私は考えています。異端審問

の記録の中には、先祖がユダヤ教からキリスト教徒に改宗した新キリスト教徒が、イタリ

アに渡り、新大陸での砂糖事業で成功するも、スペインに戻ったとたんに宗教裁判にかけ

られ、築いた財産を没収されたといった記録が、異端尋問裁判の記録にあります。異端審

問は、新大陸にも広がっていきましたので、先祖にユダヤ人やムスリムを持つ限り、逃れ

られない運命のようなものでした。さらに、先祖にユダヤ人やムスリムを持たない、純粋

なカソリックであっても、異端審問で異端と判決され処刑、家族が追放されたという例も

多く、異端審問に名を借りた、恐怖政治の体制も、スペイン没落を速めたと思います。密

告しあい、お互いに足を引っ張りあう社会に、発展はありえません。 

 

経済と産業振興：経済と産業振興：経済と産業振興：経済と産業振興：新大陸からの銀の多量流入は、人口増加に対して、貴族の土地購入、換

金作物や羊牧などの傾斜による穀物生産の伸びの減少で、物不足による、高インフレをも

たらしました。スペイン国内では生活が苦しいこと、一攫千金の夢を追って、新大陸など

に逃げ出す人が増加します。カリブでの植民地での砂糖キビ栽培が成功し、このことで、

毛織物などの欧州製品の需要が高まりますが、貴族などの土地所有者の思惑とは逆に、一

貫した産業振興が行われなく、しかも、王室の破産で販売ネットワークが立ち消えるなど

で、スペインでの国内産業育成が成功しなく、英国製品、フランドル製品などがカリブ植

民地に輸出されるようになります。インフレや物価不安定では、羊牧よりも出稼ぎという

風潮が高まり、国内での羊牧従事者や毛織物従事者がいなくなっていき、産業は振興しま

せん。一方、植民地でも、サトウキビの成功後に、商品開拓をあまりやっていません。収

奪をベースにした商業にしか興味を示さなく、産業育成や市場開発をあまりやっていない

ことが失敗の原因と考えています。 

 

収奪しか考えない偏狭性：収奪しか考えない偏狭性：収奪しか考えない偏狭性：収奪しか考えない偏狭性：せっかく確立した世界貿易路を、収奪をベースにした貿易でし

か維持できなく、交換での貿易で維持できなく衰退したと思います。しかも、適切な西ア

フリカの植民地を持たず、砂糖黍農園での労働用奴隷を自らでは調達できなく、ポルトガ

ル、英国、オランダ、フランスなどの商人に頼らざるを得ませんでした。産業振興をやら

ないで、欧州での戦争にのめり込みすぎ、戦争で破産していきます。英国は、最初は海外

の商品を輸入して販売するだけでしたが、植民地獲得と植民地経営という考えで、砂糖の

他にも、タバコ、綿、茶、藍など、新しい商品開発を行っています。 

もっとも、こうした商品開発、植民地での商品製造では、中産階級の資金調達の面での

金融の存在が大きく、中産階級からの資金調達ができなかったスペインは収奪することし

かできなく、開発し、育成することは不可能でした。英国はもともと絶対王権が弱くクロ

ムウェルの改革もあったので地主・中産階級が育ちました。オランダはスペインの支配に

反発して成立した小貴族・中産階級の国であり商業活動の中心地で、中産階級の商人が多

くいました。英国、オランダでは中産階級が育ち、彼らが、消費という需要と開発や生産

という供給をもたらし、バランスの取れた経済や産業振興ができたと言えます。彼らは、

輸入品の購買者にもなり、貿易の出資者にもなりました。また、貿易の出資者という点で

は、英国、オランダで成立した、中産階級出資者による資金で成立した銀行や、株式会社
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も資金調達の点で大きいものでした。近代的な株式会社は、オランダ東インド会社が最初

で、英国東インド会社が続きます。銀行、手形決済を行う商社は、北イタリアで成立し、

フランドルに支店を出しました。その後、業務協定を結ぶ欧州商社ネットワークが形成さ

れていきます。こういった、ブルジョワジー主導のビジネスシステム構築、その中での商

品開発、販売路開発という、収奪だけでなく、育成も行うというやり方に、スペインは加

わってくことができませんでした。 

 

6.植民地時代に向かって植民地時代に向かって植民地時代に向かって植民地時代に向かって 

 本稿は、現代のグローバルな社会システムの成立を振り返ってみて、現代社会が抱えて

いる問題や将来に対する不安の発生のそもそもの原因を理解することで、今後の社会を考

えようという趣旨で始めた発表です。そして、その成立を 16 世紀の大航海時代に求めたも

のでした。大航海時代以降、世界システムが構築され、植民地時代に世界システムが完成

していくのですが、そのことは、次回の発表で行うことを想定しています。従って、植民

地時代は、次の発表のテーマとしていますが、現代にある世界システムの発生を考えてい

く上で、株式会社の成立を抜きにはできないので、英国とオランダの東インド会社の成立

について簡単に触れておきたいと思います。 

 

(1)オランダ・インド会社 

 東インド会社は、フランスなど欧州の各国で設立されていますが、オランダ東インド会

社と英国東インド会社が一番有名です。設立そのものは、1601 年と、英国東インド会社が

一番古いのですが、現代のような株式会社形式の成立は、1602 年に設立され、1949 年まで

続いたオランダ東インド会社が嚆矢です。1592 年以降、イギリスの海賊行為、ポルトガル

の外軍事力の弱まりなどで、インドから欧州にもたらされる香辛料が減少し、香辛料価格

が上昇します。リスボンに持ち込まれた香辛料はイタリア人、スペイン人の商人と南ドイ

ツのフッカー家、ウェルザー家などに独占され、スペインと対立していたのでオランダ人

取引から締め出されていました。1595 年、4 隻の船、合計 100 門の大砲を積み、インド貿

易に出たのが、オランダの大航海時代に乗り出す始まりでした。1597 年、オランダ商人は、

ジャワ島バッテンにて香辛料を購入し、東インド貿易の収益性に魅力を感じます。これを

きっかけに、1602 年、オランダ東インド会社(VOC: Verenhigde Oostindische Compagnie)が設

立され、1603 年、第 1 回出航が行われます。 

オランダの 6 州からの提供資金と大金持ち商人、アムステルダム都市住民の出資により、

資本金 642.5 万ギルダーで会社が設立されます。資本金は、英国東インド会社の資本金の

10 倍以上で、オランダは、英国と比べ、出資者である商人層が厚く、商業投資に抵抗がな

かったことから、多額の出資金を集めることに成功しました。 

 経営は 6 州の代表からなる委員会によって行われ、資本を 10 年間据え置き、各年、ある

いは、各航海毎に資本清算をしない、という方法が採択されました。また、出資者保護の

観点から、株主は有限責任であり、出資した株額面までしか責任を取らなくていいこと、

会社が負債の場合のみ、出資した額まで補填すればいいことなどが決まりました。インド

ネシアのオランダ東インド会社支店にかなりの経営権を委譲していました。各航海毎に資

本清算をしないと言う点や、株主の有限責任などから、近代的な株式会社がこのオランダ・

インド会社の設立によって成立したと言われています。 

 出資者は、平均約 17%の配当が得られ、オランダ・インド会社の株式は高値で取引され

ます。王室や貴族ではなく、庶民が、株式会社というしくみを通じて、経済法則に基き、

産業振興を行い、共栄していくしくみが成立したと言われています。 

 発展と貿易独占で、英蘭戦争と航海令によって英国と争いますが、親オランダ的な英国

に助けられた面も大きく、英国との協定で、利幅が大きい香辛料貿易（バリュー）を蘭東

インド会社が、当時は利幅が薄いと考えられていた綿製品（バルク）の扱いを英東インド

会社が主に扱うという取り決めで手が打たれます。しかし、植民地との貿易が本格化する
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と、欧州での肌着などの廉価製品需要、新大陸での奴隷用の綿織物需要により、綿織物の

方は取扱い量が急増しましたが、香辛料の増加はそうでもなかったので、明暗が分かれて

いきます。 

香辛料にもいろいろありますが、胡椒はインドなどでも生産されたので、調達を、オラ

ンダ東インド会社は独占できませんでした。競争から、英国東インド会社がむきになって

仕入れ、オランダ東インド会社の売値よりも安く売ったので、販売競争になり、価格が下

がっていきました。オランダは、生産地を囲み込むために、住民を虐殺し、他の土地から

住民を連れて来るなどといったやり方を取り、生産地の囲い込みを行おうとしますが、そ

れゆえに、丁子などの種子が他の土地に密輸され、ザンジバルなどの他の土地での生産も

行われます。高品質の香辛料の調達に関しては、オランダ東インド会社は独占できました

が、低品質であればオランダ東インド会社の独占品というわけではなく、単品単量では利

益幅は薄いものの、低品質の香辛料を多量に調達すれば、その購買層であるブルジョワジ

ーは顧客数も多いので販売も安定し、むしろこちらの方が全体では儲かることになります。

こうして、低品質の香辛料取引でも、オランダ東インド会社は、英国東インド会社との競

争に負けていきます。 

 

(2)英国東インド会社 

 英国東インド会社は 1601 年に設立され、セポイの反乱をきっかけに英国政府に引き取ら

れ消滅する 1874 年まで続きます。会社の解散自体は 1858 年ですが、清算終了が 1874 年ま

でかかり、1874 年が会社消滅の年になっています。 

 1601 年に、それまで地中海貿易を行っていたレヴァント商会の株主が中心になり、東イ

ンド会社を設立することを決め、この 1601 年にエリザベス女王から許可を得て、設立され

ました。従って、株主は商人、貴族（ジェントル、王族ではなく地方の地主）などで、オ

ランダ東インド会社の出資者がブルジョワジーなどの庶民であったことと対照的です。資

本金もわずか 53 万ギルダーと、オランダ東インド会社の 1/10 以下で、小さな株式会社でし

た。設立当時は前近代的な株式会社で、航海毎に清算し、船まで売ってしまうしくみで、

株主は無限責任でした。ただ、オランダ東インド会社が経営委員会によって経営され、株

主は経営参加できなかったことに対し、英国東インド会社では、出資者は出資額に応じた

経営参加ができた点が、近代の株式会社と同じ点です。会社経営はロンドンの本社主導で、

オランダ東インド会社と異なり、あまり支店には権限移譲を行っていません。 

1601 年に第 1 回航海出向し、1603 年に帰国しています。1601 年からの 10 年間の利益率

は 155%で、そう悪くない経営を行っています。ただ、前近代性によってオランダとの競争

に勝てなく、クロムウェルの時代にオランダと同じ近代的な株式会社に改められ、航海毎

には清算しないこと、株主は有限責任で、会社が赤字になった時にその赤字補填を出資金

の範囲で行えばいいといったように近代的な株式会社のしくみに改善されました。 

 

英国東インド会社は、オランダとの競争で苦しむも、オランダから出航する船の出航の

海の出口に英国があるという地勢的有利性でオランダを押さえつけます。また、英国は全

面的対決や相手を滅ぼすのではなく、棲み分けや共生路線戦略を取っています。1638 年

~1660 年の清教徒革命のクロムウェルは親蘭でしたし、英国は羊毛の主要供給地でもあった

ので、英国にとっては販売先を失いたくなかったし、オランダにとっても輸入先を失いた

くはありませんでした。また、英国は代々、オランダ王室とは良好な関係であったし、フ

ランス、スペインと対立していた英国は、オランダを友好国として必要としていました。

どっちがどっちと言い難いのですが、後年、1688 年の英国の名誉革命でオランダは英国を

乗っ取っています。これはかねてより親仏だったジェームズ 2 世を追い出し、ジェームズ 2

世の娘メアリー2 世とその夫でオランダ総督ウィリアム 3 世（ウィレム 3 世）がイングラン

ド王位に即位した事件で、当時、フランスは露骨にオランダに侵略を行おうとしていまし

た。オランダにとって、親仏だったジェームズ 2 世は邪魔であり、英仏共同でオランダ侵
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略を行われたのではかなわなかったので、オランダは英国を乗っ取って、英国を親蘭にさ

せざるを得なかったという事情もあります。 

 そういった事情はあるものの、侵略や攻撃で相手を滅ぼすという手法しか念頭に無かっ

たスペインやポルトガルと違い、棲み分けや共生路線を採択した英国の考え方や志向に、

大航海時代以降の生存の優位性を感じているのは私だけなのでしょうか。 

 

7.吾唯足知的観念吾唯足知的観念吾唯足知的観念吾唯足知的観念 

 ここで議論を変えて、16 世紀の大航海時代の出現によって失われたものを考えてみたい

と思います。私自身は、システムとしての歴史は変わるものであると考えていますし、時

代が変わればシステムが変わるのは当然と考えています。むしろ、時代の精神、あえて言

えば、当時の人々が重要であると考えていた考え方で失ってしまったものが、振り返って

みた時に重要だったのではないかと考えます。そして、その失われてしまったものを再考

することが、次の時代への対応を考えていく上で必要であると考えています。その一つが

知足ではないかと思っています。 

 知足という概念が広くかつ古くからさまざまな宗教や思想に見られることは、神出先生

が情報を提供している通りです。 

神出先生からは： 

①『老子』：「足るを知るものは富む」、「足るを知れば辱められない」、「禍は足るを知らざ

るより大なるは莫（な）く、咎（とが）は得んと欲するより大なるは莫（な）し。故に

足るを知るの足るは、常に足る。」 

(注）「足るを知るものは富む」は欲望を我慢する、消極的な生き方ではない。むしろ人間煩

悩の三毒、すなわち貪り、瞋（いか）り、痴（おろか）さのアンチテーゼであり、それ

を克服する積極的な生き方である。（安原和雄） 

②釈迦：『ブッタの言葉』：「足ることを知り、わずかな食物で暮らし、雑務少なく、生活も

また簡素であり、諸々の感官が静まり、聡明で、高ぶることなく、諸々の（ひとの）家

で貪ることなし」 

③道元:『正法眼蔵』：釈迦最後の所説、「八大人覚（にんかく）」において「小欲と知足」を

まず挙げている。 

(注）道元以外でも、源信、良寛、さらには吉田兼好なども主張。 

④ユダヤ教、イザヤ書５５：２：「なぜ、あなた方はパン以外のものにお金を費やし、心を

満たさないもののために労力を費やすのか？」 

⑤イスラム教、コーラン７，３１：「食べ、そして飲め。しかし過剰に浪費してはならない。

まことに、過剰な行為に神の愛はない。」 

⑥ヒンズー教：アカランガストラ：「望む物を手に入れたとき、思い上がってはならない。

望むものを手に出来ないとき、落胆してはならない。物を余分に手に入れたとき、蓄え

てはならない。貧欲な心を捨てなくてはならない。」 

という情報を得ています。 

 

「知足」という言葉の原典は、老子 33 章：尽己の： 

知人者智、自知者明 

勝人者有力、自勝者強 

知足者富、強行者有士 

不失其所有久、死而不亡者寿 

 

人を知るは智、自らを知るは明 

人に勝は力有り、自らに勝つは強し 

足るを知る者は富み、これ（道）を行うは志しあり 

その所を失はざる者は久しく、死して（肉体は）滅びても、その精神、功績は後世の人々
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の中に行き続ける（寿者となる）。 

に基づいています。 

 これが、禅僧に取り入れられ、「吾唯足知」、我はただ足るを知ると言う是になり、京都

の竜安寺など、多くの禅寺や茶室の庭の蹲踞に刻まれて、銘をしています。 

 

聖書 5 章 15 節： 

『人は母の胎より出で来たりし如く また裸体にて帰り行くべし。その労苦によりて得た

る物を一つも手にとりて携え行くことを得ざるなり』 

や、禅では、『裸で生まれてきたのだから裸で帰る。人間寝るところ一畳あれば足りる。  

人間を入れる棺桶は巾二尺、長さ六尺もあれば足りる』（一休？）、あるいは、原始仏教、

小乗仏教（テラワーダ仏教）で、 

托鉢： 

僧は生産せず、喜捨によって得られた食物を食べ、糞僧衣で体を纏う 

多くを求めず、少なくとも文句を言わない 

午後になったら食事をしない 

喜捨に対して感謝の祈りの言葉を述べる 

など、各宗教で広く認識されていて、小乗仏教では、現在でもその生き方が僧によって守

られています。 

 

(1)キリスト教カソリックにおける知足の変遷 

 ローマ時代（キリスト教成立時代）のエジプトに生まれた聖アントニウス（270～358 年）

が、305 年、コルズム山に聖アントニウス修道院を建設したのが、歴史的記録に残っている

キリスト教での知足を基にした修道院活動の始まりとされています。400 年ごろには、エジ

プトのニトリアには 5,000 人もの隠修者がいたと言われています。修道院活動は、欧州での

キリスト教の普及に伴い、欧州にも広がり、6 世紀には、聖ベネディクトがイタリアのモン

テ・カシーリに修道院を建立し、中世を通じて、少し僻地に修道院を建設し、そこに僧侶

が集まり、集団自給自足生活を行いながら神への信仰に生きることが行われます。 

 ローマ帝国の崩壊、蛮族の侵入などで社会秩序が乱れ、僧は自衛と資源の調達が金融的

制限や流通的制限から限られたものであり、自給自足を強いられた面もあるのですが、む

しろ宗教的理由から、修道院を住処としたヘルミタージュ（隠者）的な生き方を選択して

いきますし、修道院を渡り歩く、巡礼的ヘルミタージュも生まれていきます。 

 ただ、ローマ帝国国時代に成立した科学技術的知識が、修道院とそこに住む僧侶に伝え

られ、自衛や自給自足の中で完成度を高めていきます。こういった知識や技術は、増加す

る人口に対する食料増産のために行われた開拓に求められます。カロリング朝のころから、

修道院が開拓・開墾に乗り出し、大領主になるという動きの中で、修道院は世俗化し、知

足という観念は希薄化していきます。また、宗教の大衆化、庶民のキリスト教信仰を助け

るという考えから、キリスト教会や修道院が僻地よりも都市部に作られ、僻地の修道院で

行われていた僧の禁欲生活が、世俗化していきます。 

 こういった修道院の世俗化に対し、何度も、知足復帰の動きが起きます。1210 年に聖フ

ランシスコ会が、教皇インノケンティウス 3 世によって公認され、1216 年にドミニコ会が、

ホノリウス 3 世によって公認されます。どちらも、托鉢修道士と禁欲修道院を目指すもの

でしたが、ただし都市に修道院が建設されたために、時代と共に世俗化に流れていきます。 

 こうした修道院の世俗化に伴い、庶民の間に中世まであった、知足の概念や生きかたの

志向も、贅沢化に向かっていき、大航海時代、植民地時代となっていく中での、かっては

贅沢品であった交易品の大衆消費化の中で消滅していったと考えています。そして、現代

では、経済学的には、庶民が贅沢をすること、知足を守らないことが経済発展になると考

えられ、消費が奨励されるようになりました。 

 現代でも、知足と禁欲生活の考え方がカソリックの修道院から完全に失われたわけでは



51 

 

なく、ギリシャなどのオーソドックスの修道院では、僧は今でもそれに沿った生活を行っ

ていますが、大衆の中では完全消滅したものと言えるように思えます。 

 

(2)知足と禁欲の違い 

 知足と禁欲は同じではないと私は考えています。もちろん、知足は物質的浪費を否定す

るものですが、心の豊かさなどを否定するものではないと思います。むしろ、心など精神

的豊かさを享受するものが知足ではないかと考えています。 

 もうかなり薄れてしまっているようですが、インドでは 4 住期という生き方が理想とさ

れています。それは： 

・学生期 

・安住期 

・林住期 

・遊行期 

で、成人になるまでの学生期には、学び、技術や知識を取得し、安住期に入り、生計を営

み、家族を持ち、子供を育てます。ただ、子供が成人になったならば、林住期に入り、世

俗の生活を捨て、森に住み、隠者的生活に変えます。こうして、自然や神への信仰に調和

した知足的生活を送ります。これが 40 代から 60 代と言われています。その後は、各地を

巡礼する遊行期に入り、神への信仰と神との調和に存在意義や楽しみを見出していくこと

が理想とされています。 

 茶道趣味は実は金がかかるので、必ずしも禁欲に生きたという意味ではないのですが、

日本の茶人には、事業者が、ある時、ぱたっと仕事を辞め、後任に託し、本人は茶道三昧

に徹しての隠居暮らしをした人がいることが注目されます。私もこういった生き方に共鳴

します。昔は隠居生活と言われたものですが、松永安左衛門（耳庵）（1875~1971）は、電

力会の大物でしたが、自分が成功させた電力会社を辞め、茶道三昧に徹しての隠居暮らし

を始めます。ただ、戦後、電力業界の立て直しに担ぎ出され、晩年には茶道三昧に徹して

の隠居暮らしもままならなかったので、本人は非常に残念なことと考えていたようです。

川喜多次郎の父である川喜田久太夫（半泥子）（1878~1963）も、茶道具作りにかなり本格

的に打ち込んだ人です。たまたま見つけた茶碗のかけらを使って、それを茶碗の底にし、

田んぼの泥土で、「ねこじゃほい」という銘の茶碗を焼くなど、彼の茶碗作りの発想の自由

さには感銘します。知足の中でも精神的な豊かさや贅沢は十分追及できるというように私

は考えていて、知足は禁欲ではないと思っています。 

 

(3)通貨、金などが無い世界 

 現代の貨幣や金を中心に形成されている社会は、必ずしも、貨幣や金に集団的求心力を

保てる力があって成立しているわけではなさそうです。例えば：ダン・アリエリー「装い

どおりに不合格：行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」（早川文庫、2013）など

で通貨や貨幣の無い社会が示唆され、社会秩序を知っている社会人で構成される集団では、

貨幣抜きの付き合いの方がうまくいく、貨幣による報酬という概念が介入したとたんに、

人間は、貨幣価値で行動するようになるという実験結果が示されています。必ずしも、経

済学で自前としている前提が、本当に正しいわけではないようです。経済学では、人間は

合理的判断によって行動するとしていますが、欲望やモラルによって合理的判断は変わっ

てしまうことをこの本は示しています。また、そういった誘発は、広告や国、政治家の与

える間接的イメージメイキングやメッセージメイキングで比較的簡単に引き起こされてし

まうと主張しています。 

 

 ピークオイルなどの資源の制限から、資源枯渇後の世界は、多分、防衛を備えた集団社

会が成立していくものと思われます。そういった社会では、物質的浪費はできなく、足知

を集団社会的に存在させていくことが必要と思われます。それを存続させるために、中世
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には、信仰を中心に据置いて、集団や社会を持続させようとしました。キリスト教、小乗

仏教の出家という習慣、古代インドのアシュラム、サンガなどが、宗教に則り知足に生き

る集団的生活方式として生み出されていきました。ただ、現代社会においては、こういっ

た宗教などを中心に据える集団の編成でどこまで求心力を保ち続けられるのか分かりませ

ん。 

 知足をどう防衛を備えた集団社会で成立させていくかは、今後の世界の最大の課題であ

るように思います。 

 

 

注釈： 

1)「大航海時代」は、増田義郎の命名によるもので、英語では、Age of Discovery / Age of 

Exploration と呼ばれています。 

2)当時は、欧州では、貿易で商人が船を購入し、その船で貿易したい商人を集め、航海先で

積んできた商品を販売し、バーター的に、訪問先で商品を購入し、それを持ちかえり、

販売するしくみです。共同で船を購入し、共同で商品仕入れを行う場合、帰国後、船も

含めて商品を販売し、利益を出資者間で割るというしくみになっています。いずれにし

ろ、航海毎に決算してしまう方式でした。ただ、アラビアなどでは、千夜一夜などの本

を読む限り、一人の大商人が船を購入し、それに、商人が乗船賃を払い、商品と共に船

に乗せて運んでもらうということも行われていたようです。また、大商人は、航海後、

船を売ってしまうことも、引継き所有することもありました。筆者の見聞では、現代で

も、ダウ船と呼ばれるアラビア商船での貿易では、乗組員に一定の量の個人商売用品の

積み込みが許され、航海先での個人貿易を認めています。一種の密輸ですが、こうして

中国製品やインド製品などが密輸されています。 

3)ユダヤ人は、ローマ帝国時代は、ローマ帝国の地中海沿岸地域及び中近東に留まっていま

した。ただ、ギリシャやエジプトなどでは、キリスト教徒と対立していました。この、

ユダヤ人が移住していた地中海沿岸地区は、ローマ帝国が滅ぶと、イスラム圏に取り込

まれます。イスラムが中近東から西に侵略していくに伴い、ユダヤ人も西に移動し広が

っていきます。イスラム圏でのユダヤ人は、人頭税さえ払えば、宗教の自由を認められ

ていました。また、農業を禁じられたことから、商業、職人（手工業）、学者（アドバイ

ザー、聖職者）、兵士などに職業を集中させていて、アラブ人が西の地域を征服した後に、

こういった職業の人材を欲しがっていました。アラブ人が戦争でヨーロッパや北アフリ

カを征服すると、従来の社会システムが破壊し、職人や商人、そして、布教や政策伝達

などを地元の人に伝える中間的職業の人材が必要となっていきます。イランなどでは、

拝火教などから受け継いだ伝統的なシステムが確立シテイテ、ユダヤ人が活躍できる場

所は少なかったのですが、地中海沿岸やヨーロッパでは伝統的基盤が弱かった、あるい

は西ローマ帝国の亡滅で破壊されたので、ユダヤ人は、破壊された、こういった、今日

でいうブルジョワジーを、支配者からの優遇と共に、形成していけました。 

4)日本の鎖国政策に関する議論は、岩生[3]によれば、和辻哲郎の「鎖国の悲劇」、辻善之助

の「海外交通史話」、徳富蘇峰の「近世日本国民史」、福地源一郎の「幕府衰亡論」など

は、鎖国は弊害であったという主張であり、それに対して、内田銀蔵は必要性を認めて

いる主張を唱え、賛否両論が存在します。岩生自身は、日本人町の成立による国際貿易

の成功を認めつつも、日本人町が、欧州などの国家を背景にした支援を得たものではな

かったこと、中国人町のような、量のあるものではなかったこと、日本人の特性として、

中国人やユダヤ人のように、独自の文化や生活習慣を何世代にも渡って維持し、団結し、

それをアイデンティティとして生存していくのではなく、世代が下るに伴い簡単に現地

に同化することを挙げて、ユダヤ人や中国人などのような現地に存在する集団を築くこ

とは困難であったと考えています。私自身も、日本人が、ユダヤ人や中国人のような現

地での準植民地集団として独自の文化や風習を維持し続け存在し得たかという点では、
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岩生の主張を認めるものの、国際貿易という観点では、常に日本人の現地への供給があ

り、貿易ネットワークを持続できたと考えていますし、国際社会の情勢に対する理解が

国際貿易ネットワークを通じて 16 世紀から継続していたならば、もっと違った歴史があ

ったと考えています。 

 

4) 文献[7]によれば、奴隷を使った砂糖黍栽培は、もともとアラブ地域で行われていたが、

地中海沿岸のアレク、トリポリ、スペイン、ポルトガル南部の当時はムスリム支配地、

キプロスなどで行われていたものでは、砂糖に精製させ、イタリアに輸出されていた。

十字軍に参加したヴェネチア人が、1123 年に征服地であるトルコのタイヤで始めたのが

ヨーロッパ人の奴隷を使った砂糖黍プランテーション農業の始まりという。中でもキプ

ロスは、リチャード師子王による十字軍がキリスト国として王国を建て、その後、ヴェ

ネチア領として、オスマン・トルコに征服されるまで存続を続け、ヨーロッパ向けに、

奴隷を使っての砂糖黍プランテーションと砂糖製造・輸出を行っていた。また、砂糖ビ

ジネスがもうかるビジネスであることから、キリスト王国であったシチリア王国でも奴

隷を使った砂糖黍プランテーションと砂糖製造が行われている。奴隷は主に黒海沿岸で

調達された白人・黄色人奴隷と、北アフリカで調達された黒人奴隷を使っていた。この

キプロスやシチリアで行われていた奴隷を使ったプランテーション農業や砂糖製造の技

術が、ヴェネチアの競争相手であったジェノバ人によって詳しく調査されている。 

 ポルトガルによる海外進出は、その技術がジェノバ人によって提供され、1455 年にはシ

チリアから砂糖黍及びプランテーション農業や製糖技術がマディラ島に持ち込まれ、ジ

ェノバ人資本でプランテーション農業と製糖が行われ、北ヨーロッパ（アントワープ）

や、ジェノバ、イスタンプール向けに輸出が行われた。その後、1503 年まで、カナリア

諸島でと、ポルトガルが発見した島での砂糖黍及びプランテーション農業の試みが続く。

しかし、1453 年にオスマン・トルコによってコンスタンチノプールが占領されると、黒

海沿岸からの奴隷輸入が不可能になり、ポルトガルはアフリカ大陸西沿岸から奴隷を調

達し、砂糖黍及びプランテーション農業を行う。 

コロンブスの新大陸発見で、発見された土地は香辛料が生産されない土地であるという

ことも分かり、1493 年の第 2 回目の航海では、小アンティル諸島に砂糖黍を持ち込み、

生産を試みているが、当時は金・銀の略奪に熱心で、あまりプランテーション農業には

関心を向けなく、この時は成功していない。その後、1503 年に、カナリア諸島から砂糖

黍を持ち込み、イスパニラ諸島で生産を始め、これが成功し、ジャマイカ、プエルトリ

コ、メキシコ海岸部は一大砂糖生産地になっていく。 

 

5)これも、文献[7]によるものであるが、多量のアフリカからの奴隷供給は、その原因の 1

つに、当時のアフリカでの内戦状態や軍事的競争にあり、戦争での捕虜が奴隷として売

られたとされる。奴隷供給では、西アフリカでは主に 3 ケ所あり、そのうちのセネガン

ビアやシェラレオーネでは、マリ帝国やウオロフ帝国が衰退し、その内紛、分割によっ

て内乱状態になり、戦争奴隷がポルトガル人と現地人の混血の商人に売られ、ポルトガ

ルはこの混血の商人からこの地域で奴隷を調達していた。一方、ナイジェリア地域では、

ベニン王国が活発な軍事帝国化を行い、その侵略戦争での捕虜を奴隷に売った。ダホメ

ー帝国の場合は、隣接するオヨ帝国と反目し、その配下に入ることを拒み、軍事化し対

抗しようと考え、奴隷を売ることを対価にポルトガルから武器を調達した。この武器調

達のために、積極的に奴隷狩りを行った。 

 

8.参考文献参考文献参考文献参考文献 

大学図書館を利用できればよかったのでしょうが、できなかったので、近くにあった世

田谷区民図書館にあった研究書ではなく、一般向け通史を参考にしました。特に断りがな

いものに関しては、以下の文献の記載事項を利用しています。 
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