
2014/1/28

1

現代文明の始まり
-温故知新として、その始まりから考えてみる－

日本未来研究センター研究員
末武 透

趣旨：

・現代文明のしくみ（世界交易システム、基軸通貨、資
本主義システム）は16世紀から17世紀の大航海時代に
西欧（ポルトガル、スペイン）によって形成された。

・その後、植民地時代を通じて、英国、オランダ牽引の
もとに確立された。

・産業革命時代、帝国主義時代などを通じて、修正を加
えながら続いてきた現代文明のしくみは、しかしなが
ら、人口増加、資源枯渇、地球温暖化、負の面の顕在
化などの問題に直面し、このままではやっていけない
のではないかという危機感に直面している。

・現代文明の成立時の状況を再検討して、温故知新とす
る。
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要旨：要旨：要旨：要旨：現代文明の成立をどう考えるかについてはいろん
な考え方があり、ガリレオやニュートンなどによって始
められた科学技術の成立を現代文明のはじまりとする考
え方もあるが、ここでは、大航海時代によって世界にあ
る形のしくみが普及したと考えている。

大航海時代によってはじまる、現代文明となる世界の形
式を、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などの16世紀の大航海時

代の発見によって、現代にある欧米主体の文明が成立し
たのではなく、この時代のポルトガルとスペインの牽引
による、世界交易システムと貿易基軸通貨の成立、そし
て、17世紀に成立した株式会社というしくみが現代文明
のしくみを形成したというように考えている。

アプローチ：アプローチ：アプローチ：アプローチ：現代に顕在化したいろんな問題・課題を整理し、
それがそもそもどこでどういったしくみで発生したかを探る
というアプローチもあるでしょうが、今回はあえてそのアプ
ローチを取らず、むしろ、いろんな問題は何かを議論しても
らうために、あえて、現代文明の成立のようなものを説明し
てみました。
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1. 交易システム
(1) 16世紀以前
(2) 大航海時代
(3) 植民地時代へ

2. 基軸通貨と金融
(1) 基軸通貨
(2) 金融システム

3. 資本主義
(1) 株式会社

1.世界交易システムの成立

(1) 16世紀以前：

・陸のシルクロード、海のシルクロードなどによって完
全に独立、ばらばらという意味ではないが、16世紀以
前は、独立、ばらばらな世界

・中国を中心とした東アジア世界に日本、東南アジアが
ゆるく組み込まれ、中国から見て、朝献制度でまとめ
ようとしていた。

・中近東はムスリム化され、大陸は東にチムール帝国が
成立し、西はセルジューク・トルコが成立しつつあっ
た。

・ただ、世界交易システムという観点では、イランのシ
ラジ出身の承認による東アフリカ貿易ネットワーク
（スワヒリ交易城塞都市ネットワーク）とインド、イ
ンドネシア（香辛料諸島）までの交易ネットワークの
成立が注目される。（アラブ・シンジケート）
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アステカ帝国
（1521亡）

インカ帝国
（1533亡）

室町時代と
倭寇

明

ハンザ同盟

ルネッサンス
イタリア

デリースルタン朝
ヴィジャヤナガル王国

オスマン帝国
マムルーク朝

クメール王朝

・国際貿易と言えるものはアラビア商人による海のシルクロードのみ
・中近東とイタリアの国際貿易で北部イタリアは潤う
・ハンザ同盟やフランダースを中心にした国際貿易
・英国は開発途上国。チューダー朝。

マリーン朝

1.16世紀までの世界
注）厳密ではありませんので、、、、

1.世界交易システムの成立

(1) 16世紀以前：

・欧州では、中近東経由により調達した香辛料の欧州へ
の販売を中心とした、イタリア牽引による地中海貿易、
金融システム（銀行、手形、為替）が成立

・バリューと呼ばれる、付加価値が高い商品の販売で儲
けるという考え方。従って、顧客は王族・貴族。

・一方、北部ヨーロッパはハンザ同盟を中心とした、バ
ルクと呼ばれる、付加価値があまり多くないが、量販
で儲けるしくみ。ただ、まだバーター取引の部分が多
かった。木材、穀物、毛皮、ニシンなどを取引してい
た。

・バルク（薄利多売）はその後の資本主義で、中間層育
成の背景になる考え方。安くして、中間層に売ってい
く、中間層に売ることで、中間層の欲望をかきたて、
多売拡大を行うしくみ。
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(1) 16世紀以前：フランドールとイタリア
15世紀、レコンキスタが進み、ジブラルタルでのムスリムの脅威が無くなると、

イタリア商人はフランドールに進出していく。バルクにも手を染め、商品開発も
行っていく。

イタリアから：
毛織物、塩、オリーブ油、ワイ
ン、ミョウバン、コルク、大青

ポルトガルでの塩、
オリーブ付けイワシ、
鉄

フランドールからイタリアへ：
塩付けニシン、穀物、木材、麻、
蝋、タール

スペインでの羊毛

バスク

1.世界交易システムの成立

(2) 大航海時代：
・もともとは、ポルトガルはムスリム領（711~1249年）
・ポルトガルでは1249年にレコンキスタが終了したが、十

字軍的領土征服熱が冷めなく、海外に領土を求める、ム
スリム帝国を滅ぼすという考えが抜けきれず、スペイン
に進出もできないので、アフリカへの侵略や、ムスリム
帝国を挟み撃ちにすべく、同盟先のプレスタ・ジョン探
検に乗り出したのが始まり。

・アフリカ大陸沿岸に沿って探検が進み、黄金と奴隷貿易
を中心とした航海路を築く。

・1497年、バスコ・ダ・ガマのインド航路発見で、交易路
をインドまで広げる。

・その後も、ポルトガル人による交易路開拓とそれに伴う
海上軍事帝国設立は止まらず、インドネシア、中国（マ
カオ）、日本にまで広がる。
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1.世界交易システムの成立

(2) 大航海時代：

・ポルトガルの交易路開拓は、基本的には、ムスリムに
よって確立してた海のシルクロードを暴力的に乗っ取っ
たもの。多くの、スワヒリ地域に築かれたアラブ商人に
よる交易城塞都市が攻撃され、その後、ポルトガルの城
塞が築かれる。（キルワ、モンバサ）

・香辛料諸島（インドネシア）の発見と独占により、香辛
料取引を独占し、販売先であるフランドルで独占的に販
売。

・交易優位性（売れる欧州製商品）を持たなかったので、
軍事優位性で海上帝国を構築。ポルトガル船は大型で、
帆による運航、大型火力を搭載。また、アラブ・インド
交易は平和的で、ポルトガルのような暴力的なやり方に
馴染んでいなかった。

1418マディーラ島
1427アゾレス諸島

1445ウェルデ岬

1415セウタ

1434ボジャドール岬

1443アルギン

1460シェラレオーネ

1469～74ギニア湾
1482ベニン王国

1487喜望峰

1498マリンディ

1509キルワ

1509ソファラ

1509ソコトラ

アンゴラ

アクラ
ギニア：
・象牙海岸
・黄金海岸
・奴隷海岸
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1510ゴア

1505セイロン

マカオ

1509マラッカ

1542種子島
1552長崎

ジャワ

1512マルク諸島

フローレス

マリンディのバスゴ・ダマ上陸記念塔。といってもただ塔が立っているだけ。
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マリンディのバスゴ・ダマ上陸記念塔

Husuni Kubwa宮殿。宮殿の裁判などを行った中庭。



2014/1/28

9

Gereza (Kilwa’s Fort) 。西側から城を望んだ光景。Fortなので、城というよりは砦なのだろうが、頑丈な作りで、岩が少ないこの島
の特徴から、素材はふんだんにある珊瑚が使われている。

モンバサのFort Jesus。外から見た砦。
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Fort Jesus。貿易品の一部で、日本の伊万里焼きなども交易品の中にあった。

①香辛料貿易、た
だしアラブ商船の
略奪

植民地のサトウキ
ビ栽培

②奴隷貿易 ③三角貿易

(2) 大航海時代：ポルトガル

・アジア（インド）では、欧州製品が売れなく、基本的には、インドからの貿易を武力で独占
し、アラビア商船の積荷を強奪することで貿易を成立。

・中国の絹を日本に運び銀に換え、それを持ち帰るなど、主体は銀及び香辛料を欧州に輸入す
ることが主体。

・自国では産業はあまり成長しない。北アフリカのムスリムとの戦争にお金を使いすぎ、海上
帝国の拠点維持にかけられるお金も限界的で長期維持ができなかった。

キルワ

ゴア

モンバサ

チモール

マラッカ

マカオ
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1.世界交易システムの成立

(2) 大航海時代：

・ポルトガルと同じくスペインはもともとはムスリム領
（711~1492年）

・レコンキスタの十字軍的領土征服熱がカステリアでは強く残
り、ポルトガルとの競争もあり、インド航路発見、さたには
海外に領土を求める。

・コロンブスにおる新大陸発見（1492)は、香辛料貿易という
点では失敗

・金、銀の採掘、特に多量の銀の採掘で新大陸は魅力的な土地
になり、欧州・新大陸間の貿易路が確立。

・マゼランの世界一周航海（1519)とフィリピンの発見

・フィリピンとメキシコとの交易路（マニラ・ガレオン貿易：
1565~1821 年）の確立。

・すでに完成していたポルトガルの東アジアまでの交易システ
ムと結びつくことにより、世界交易システムが完成する。

セビリア
サン・ルカール港
カディス

ポトシ銀山

アリカ

パナマ

ベラクルス

ハバナ

グアナフアト銀山

カラオ
リマ

ノンブレ・デ・ディオス

カルタヘナ
プエルトリコ

フロータ

ガレオン

フロータ：
・5月頃、サン・ルカール港をベラクルスに向け出港

・ワイン、オリーブ油、穀物、武器、衣服（植民地
用）を積む。

・2ケ月の航海で、ベラクルスに着き、翌年2月まで
越冬

・2月にメキシコで採れた銀を積みハバナに行く
・5月、ハバナでガレオンと合流し、アゾレス島経由

でスペインに戻る。

ガレオン：
・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
・パナマにてポトシで採れた銀を積みハバナに行く

・ハバナでガレオンと合流し、アゾレス島経由でスペ
インに戻る。

・雨季になると水車を使い、採掘した鉱石を粉砕し、
銀を採取する

・銀はラマで陸路アリカまで運ぶ
・アリカから小舟でカラオまで運ぶ

・カラオで大型の船に積み替え、パナマ（ポルトペ
ロ）まで運ぶ

・ポルトペロから山越えでパナマへ
・パナマでガレオン船に銀を積み込む
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植民地のサトウキ
ビ栽培

奴隷貿易

日本の銀

ポトス銀山アカプルコ
ガレオン貿易

マニラ
ガレオン貿易

・メキシコドルがメキシコで発行される。ポトス銀山で採掘された銀などで鋳造され、発行量
も豊富で銀の含有量が多く、しかも銀の含有量が安定していたので、国際的に通用する貿易
通貨となった。（米国ドル、明治政府の1園はこれを真似たもので同等価値通貨。）

・フィリピン（マニラ）、メキシコ（アカプルコ）を中継地として、世界が貿易で繋がった。
・奴隷取引で、英国、オランダ、フランスなどが参入し、世界貿易路が成立。
・英国はインドに、オランダはインドネシアに世界貿易のための拠点を築くことに成功する。
・英国、オランダは消費地を近くに有しインド製品や中国製品を多量に販売できた。
・英国、オランダは中産階級に輸入製品を販売できた。→貿易の資金を中産階級が提供。

(2) 大航海時代：世界貿易路と貿易通貨の成立

サンティアゴ要塞の入口。この要塞は、建設後、333年間、有名なマニラ・
アカプルコのガレイ貿易の出発港だった。サンティアゴの名称は、1970年
にスペインがマニラを侵略し征服後、1971年に総督としてFuerza de 

Santiagoを選んだことから、彼の名前を取ってこの要塞が名付けられた。
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ビガンはイロコス・ソル州の州都で、この大聖堂は州都を守護する聖堂である。アブラ川河口にあるので、昔から貿易拠点として栄え、スペイ
ン植民地時代には、ルソンではマニラに次ぐ重要な都市として栄えた。コンキスタドールのJuan de Salcedoが1574年この地にやってきて町を
建設し、当時のスペイン国王フェリペ2世の王子の名前を取って、Villa Fernandina（フェルナンド村）と名付けた。同じ年にこの教会の建立が始
まり、最初のものは木と椰子の葉葺きのものであったという。

1.世界交易システムの成立

(3) 植民地時代へ：
・ポルトガルは、アフリカ北部のムスリムとの戦争で亡国

・ポルトガルはスペインに併合される。このことにより、ポル
トガルが築いた交易システムとスペインの交易システムが結
びつき、欧州・インド・アジア・新大陸を結び付ける世界交
易システムが完成する。

・しかし、オランダの独立戦争（スペインから見たら反乱）に
より、ポルトガルの築いた交易システムの拠点はオランダに
より浸食され、英国には大幅に検疫を譲渡する。

・世界交易システムは、新大陸へのアフリカからの奴隷供給を
ベースに、オランダや英国が牽引するようになり、植民地を
原材料供給地とする世界貿易システムに性格が変化していく。

・スペインはハクスブルグ関係の欧州の戦争にのめり込み、破
産を何度も繰り返し、没落していく。
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砂糖
茶、絹、陶磁器
東インド会社

・アフリカ、中南米にインドで調達した綿製品を売り、奴隷を買い、カリブなど中南米、北米
に売る。

・中南米から砂糖を、中国からはお茶と陶磁器を輸入し、国内販売、欧州市場に販売
・東インド会社は、何度か、お茶の英国内販売禁止、綿製品の英国国内販売禁止に合うが、欧
州市場に輸出することで切り抜ける。

・ブラッシーの戦いでの勝利後は、租税徴収、その後軍隊を持つ。こうなると実態は軍事国家。

(3) 植民地時代へ：前植民地時代：喫茶と英国

煙草
コーヒー
レヴァント商会

茶と綿製品
東インド会社

奴隷

新大陸から強奪した多量の銀の流入は、
スペイン、ポルトガルの国内産業発展に
は寄与しなく、国際貿易拠点のフラン
ダースに流れ、フランダースを中心にし
た国内産業発展を促す。
また、インド貿易も、アジア側に欧州か
ら買いたいものが無く、銀が流出するだ
け。

スペインでは、羊毛産
業育成一極集中化によ
る経済の失敗、人口増
加と男性の新大陸への
労働流失で、食料不足
まで発生する。

英国では、土地を羊
牧地用に囲い込み、
織物産業を発展させ
る。

東欧でのユンカーと農奴制
の成立による食料増産と穀
物のフランダースへの輸出

2.16世紀の大航海時代：欧州で今日と同じような国際供給シス
テムが成立する。

新大陸からの銀

アジアに流失する銀

フランドールに集結
する銀

北イタリアに集結す
る銀
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1.世界交易システムの成立
(4) 正負の資産：
正：
・世界がひとつに繋がる（元のような）流れができた
・資源を地域からではなく、世界から調達できるようになった。
負：

・後進地帯から原材料を調達し、先進国で加工し、再度後進国
に輸出するというしくみは、西欧で大航海時代に成立したも
のを世界的に普及させたもの。原料供給はしかし、なかなか
加工による付加価値を梃に先進国化できないというジレンマ
や、原料供給を確実化するために講じられた負のシステムの
ジレンマを持つ。

－低賃金労働

－農民が生産物を妥当な価格で販売できないという問題とフェ
ア・トレードの動き

－今なお残る、農業労働者を土地に、借金漬というしくみで縛
り付けようとするしくみ（カリブなどでの砂糖生産）

1.世界交易システムの成立

・資源囲い込みは、羊牧地囲い込みから始まり、現在は、紛争
地域への武器供給や、援助を梃にした石油、鉄鉱石などの資
源確保という形に変えている。

・労働搾取は古代からあったが、大航海時代に、新大陸からも
たらされて十分金を持っていたスペインやフランドル地域が、
輸出品生産で羊毛生産（やワインなど輸出可能製品生産）に
傾斜し、穀物生産を伸ばせなく、後進地帯であったポーラン
ドなどの東欧に農奴制を確立させ、穀物生産を確保したもの
が、奴隷によるプランテーション型農業生産に形を変えてい
く。
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2. 基軸通貨と金融

(1) 基軸通貨
・欧州では、ベニス発行のドゥカート金貨、聖ルイ9世のトゥ
ルノア銀貨などが、国際貿易決済通貨上最も使われた貨幣。

・アジア貿易では、ドゥカ金貨がかなり使われていた。
・日本の寛永通宝なども、日本人町を中心に流通

・ただ、基本的には、馬蹄金などのいわゆるインゴットに鋳
つぶしての決算

・マニラ・ガレオン貿易によって世界交易ネットワークが成
立。

・スペインの銀貨（正確にはメキシコ・ドル）が、世界交易
ネットワークに結びついていた世界各地で、貿易決済用通貨
として使われ、中国（明朝）では、一時期、そのまま貨幣と
しても通用した。

2. 基軸通貨と金融

・メコシコドル
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
1535年、メコシコで8レアル銀貨を発行
多量に発行されたこともあり国際通貨貨幣、貿易用基軸通貨となった

・米国
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も、貨幣鋳造に
必要な銀の保有量が少なく、発行数を多くできなかった。
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。

・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る。
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2. 基軸通貨と金融

・やがて、金貨・銀貨の時代から、紙幣の時代に変わっていくが、紙幣は
相当量の金との交換が可能なものであった。

・紙幣の流通の保証として、発行元は、一定の金を保有。（米国では発行
量の40%の金を保有）

・金保有義務に苦しみ、各国は金本位制を離脱、米国を最後に消滅。

・布教では通貨量を増やし、インフレーションを起こして景気回復を引き
起こすなどの金融政策を採択するようになったため。

2. 基軸通貨と金融

(2) 金融システム

・イタリアで、それまでの土地に密着していた貴族が、都市
に移住し、都市での不動産ビジネスから、やがて、都市周辺
の農村地域で原料（羊毛など）を独占契約し、それを都市部
の職人に提供し、製品購買保証を行い、生産・販売のビジネ
スを起こす。これが、やがて、金を貸す、為替や手形を引き
受ける、親戚をビジネス先に派遣し、ネットワークを作るな
どして、商社及び銀行のようなものに発展していく。

・もう一つの流れとして、スペインに多く住んでいたユダヤ
人などが、スペインから追放されたことに伴い、各地に散り、
貿易や金融のネットワーク（シンジケート）を構築していく。

・スペイン王ですら、戦費調達には、こういったイタリアの
銀行からの融資という形で資金を調達しなくてはやっていけ
なくなっていた。逆に、国家が借金漬けになるというのは、
この頃から始まったのかもしれない。
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2. 基軸通貨と金融
(3) 正負の資産：

・ひとつの通貨（銀、メコシコ・ドル）での決済が可能になっ
た。

・バーターでは物が取引の裏付。金貨・銀貨では、金・銀の価
値が取引の裏付け、これが紙幣・貨幣に変わっていくと、金
本位制時代には金への交換が保証されていた。

・やがて、金本位制の廃止で、基軸通貨（米ドル）にリンクさ
せ、一定量の米ドルと米国債を積立て、貿易収支の裏付けに
している。

・ただ、基軸通貨（米ドル）の暴落リスクに直面している。

・金本位制時代までは、通貨流通量と物の流通量はお互いにリ
ンクし、コントロールされていた。しかし、現在では、通貨
は物の取引の価値における代替物ではなく、それ自体が投機
をねらった商品となっていて、物の取引から来る物理的制約
を受けないものとなっている。このことに対する不安が存在
する。

3. 資本主義

・ポルトガルやスペインでは、王族や貴族が出資し、船を建
造し、海外貿易を行う、あるいは、王家により許可を得た大
金持ちが海外貿易船団に加えてもらうしくみ。

・商品販売先は、欧州の王族、貴族。
・香辛料や高級手工芸品を売る、バリュー・ビジネス

・オランダで、次いで英国で、ブルジョワジー中心の、株式
会社方式で、資金を集め、ブルジョワジーが貿易を行う。

・販売先に、同じブルジョワジーを選ぶ。バルクという薄利
多売で稼ぐ方法を採択。

・ブルジョワジーのビジネス・チャンス、購買チャンス、販
売チャンスを広げていくことで、成功。
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3. 資本主義
正負の資産：

・英国東インド会社、オランダ東インド会社を嚆矢とする株
式会社というものによって現代社会は動いている。

・エンロンなどの財務情報の不正操作、ナイカ外部製造委託
先の若年労働者雇用など、負の問題が顕在化する度に、SO

法による財務システムの改善や、CSR設立などの修正で生き

残ってきた。ただ、これはビジネスを動かす組織としての会
社に対する制約で、会社の株取引のしくみに関する制約では
ない。

・ビジネスを動かす組織としての会社と、それを株という物
とする投機のビジネスの合わさったものが株式会社であり資
本主義であるという矛盾がCSRなどでの制約で十分かは議論
のあるところ。


