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- なぜ国家は崩壊するのか

July 18th, 2015

歴史上のちょっとした選択の違い

2000年以降に目立つ現象のように感じているが、ハッチンソンの「文明の衝

突」以降、西欧人の、西欧文明は、グローバル・スタンダードになっていて、な

ぜ西欧文明がグローバル・スタンダードになったかという原因を分析する本や研

究が多く出版されているように思える。その彼らの主張や分析を紹介するつもり

で、この発表を行ったところ、あまりにも西欧文明の自画自賛だといった意見や

感想、こういったことではなく、別の西欧文明以外の文明に立脚した見方が必要

であり、そうでないとバランスが保てないという意見などが寄せられた。

これらの意見やコメントは極めて妥当とは思うが、ただ、私自身の考えを先に

述べておくと、

①西欧文明がグローバル・スタンダードになったとして、その他の文明に属して

いる人々に西欧文明への同化を押し付けてきていて、非西欧文明社会の人は、

それを拒否し、鎖国や鎖国的閉鎖社会に閉じこもることができないこと、同化

するか、両立させるかしかないことを挙げておきたい。同化にしろ、両立にし

ろ、それには抵抗や摩擦がある。

②違った意見や立場ももちろん重要だが、西欧文明がグローバル・スタンダード

になっていて、先のことが求められている以上、彼らの分析を理解することも

必要である。（この研究会では、そうでない考え方や見方はすでに紹介されて

いる）
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歴史上のちょっとした選択の違い

③違った意見や立場は、論理的かつ構造的に、さらには実証的に説明、主張され

る必要がある。

④西欧文明が歴史において非道なことを多く行ってきたが、その倫理的な断罪と

歴史の分析とは分けて考え、倫理的に良い、悪いではなく、歴史をシステムと

して理解する必要がある。非道だったからと言っても既存の歴史は変わらない。

というのが私の個人的な考えである。

例えば、この発表の中で、国家の成功事例として、米国を挙げているが、米国は、

堤未果の書籍に記されたように、貧困格差が広がり、財政は破綻し、失敗国で、

成功した国ではないとか、米国の成功はインディアンの土地を取り上げ、搾取し

て成功したのだといった反論があった。まず、最初の方で、それは事実ではある

が、一方、アメリカン・ドリームに惹かれ、さらには本国よりははるかにましと、

違法に移民する人も多く、米国留学後そのまま米国に居つく人も多い。米国は日

本とは比べものにならないくらい激しい競争社会なので、成功する人が多く存在

する一方、成功できなかった人も多い。そういった状態ではあっても、米国が現

時点ではまだ開放された社会・経済制度の国だと私自身は見ている。

後者のコメントだが、インディアンの土地利用は、土地は狩猟場として共有され、

狩猟権は公共的とする考えに対し、西欧の入植者は、土地は個人所有され、個人

所有された土地には所有者の全権利があり、狩猟権も土地所有者にあり、他人に

はないという土地所有の考え方の違いがあったこと、西欧人入植者から見て、イ

ンディアン的な土地所有の考え方は受け入れられなかったという側面もあること

歴史上のちょっとした選択の違い

を指摘しておきたい。確かに、インディアンを追いやって、彼らから土地を搾取

したことは事実だが、単純にそう理解しているのであれば、それは正確な歴史の

理解ではないというように私自身は考えている。そこには、考えの違い、制度の

違いがあって、そうなった面もある。そうしないやり方もあったとは思うが、し

かし、米国は（白人に限った話ではあるが）開放的な社会・経済制度構築に成功

している。今でも違った形で依然として差別は残っていると私自身は思っている

が、徐々に、白人だけではなく、黒人に対しても開放されてきた。

また、案内にも記載したし、説明に先立っても、搾取という話ではなく、歴史

がどう変わったかという議論をしたいと述べたが、議論が搾取があったという倫

理的な話とか、搾取ゆえに成功したといった、少し短絡的な意見が出されたこと

は非常に残念である。例えば、インドネシアに対し、オランダ人は住民虐殺など

を行ってまで香辛料独占を行っている。それは事実であるし、オランダの繁栄は、

こうしたインドネシアの香辛料の独占によるものが大きく、また、オランダ人が

暴力的な搾取を行わなければ、この地域は栄え、独特の文化を築いたかも知れな

いとはAcemoglの著書にも記載されているが、一方、オランダはアムステルダムと

いう北欧の交易中心地を形成したことも指摘しておきたい。スペインは、このよ

うなアムステルダムに肩を並べるだけの市場を形成できなく、スペインの王侯貴

族は、新大陸などで調達した商品をアムステルダムで販売せざるを得なかった。
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歴史上のちょっとした選択の違い

搾取が倫理的にいけないとか、搾取を行ったから本国で簡単に近代文明化に成

功し、国が栄えたという単純なものではないように思う。仮に、インドネシアが

オランダによって植民地化されなかったとしても、どこかほかの西欧諸国に植民

地にされなかったであろうか？その国が例えばスペインであったとして、スペイ

ンはアムステルダムのような開かれた社会経済制度を持つ市場を形成し、国を栄

えさせることができたであろうか？インドネシア国内に搾取構造が全くなかった

であろうか？私個人は、オランダが植民地にしなかったとしても、インドネシア

はどこかの西欧諸国に植民地化されたと思うし、スペインはアムステルダムに肩

を並べられるほどの自由市場を構築できなかったと思うし、西欧人が来る前に、

すでにインドネシア国内に搾取構造が存在している。

くどいようだが、私自身は、西欧文明を称賛しているわけでも何でもない。ま

た、ここで紹介した多くの著者が、西欧文明がグローバル・スタンダードになっ

たのは歴史の偶然性によるもので、その他の中国文明や中近東文明がグローバ

ル・スタンダードになった可能性も十分あると主張していることにも目を向けて

欲しいと思う。

2015年7月20日記

1 私自身の解釈

・西欧文明がグローバル・スタンダードであり、ある意味で世界を支配

しているという認識を西欧人は強く持っている。（注：西洋ではなく

西欧）

・サミュエルソンの「文明の衝突」等が典型的な例だが、西欧人自身が、

このグローバル・スタンダードがいつまで続くのかに対し疑問を持つ

ようになった。

・2人の著者、MorrisもAcemogluも、西欧文明のグローバル・スタン

ダード化は、最近の500年の歴史であり、中国文明やアラビアの文明

がグローバル・スタンダードになりえたことは認めている。

・グローバル・スタンダードというものが成立したこと、すべての世界

の国が繋がったことにより、どの国の人間もグローバル・スタンダー

ドから独立して存在を保つことができない。

・鎖国も情報遮断も、伝統的な生活様式を保って生きていくこともでき

ない。他人や他国が交易などの必要性から干渉してくる。

・エネルギー枯渇、資源枯渇後であるが、完全に枯渇してしまえば、昔

のような独立した世界や文化圏の設立は可能であろうが、その間には、

搾取も含め、干渉がなくなることはなく、米国などの大国はともかく

も、その他の国は、鎖国することも干渉をはねつけることもできない。
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1 私自身の解釈

・Acemogluの「なぜ国家は衰退するのか」では、中央集権で搾取構造が

完成している国（インカ帝国、アスティカ帝国）を、簡単に侵略者

（スペイン人）が支配を乗っ取り、搾取する構造を自分たちのために

強化していった歴史が示されている。

・形式上民衆主義であろうと、エリートが特権を持ち、搾取する、ある

いは自分たちに都合のいいように社会経済システムを変えると、進歩

を阻害する。

・こういった社会（ソ連など）では、短期間の社会経済の発展はあって

も持続的ではなく、いずれ、内部分裂で崩壊してしまう。

・逆に、中央集権が確立していない国（サマリア）では、カオス状態が

続き、資源をめぐり内戦状態になり、それが長期化する。

・Acemogluは、先のようなエリートが政治経済システムを独占し、収奪

構造を形成するような社会を排し、社会経済が好循環によって持続的

に発達していくためには、民主主義、多党制度、自由、そして革新的

なアイデアを許容するような社会経済制度が必要と主張している。

・ここでは、収奪構造がどのように歴史的に構成されてきたかを中心に

見ていく。

・いいとか悪いという議論ではなく、そうなったプロセスをレビューす

ることが重要と考えている。

1 Background

・なぜ、西洋文明が世界を支配できたのか、そしてどこまで続けられる

のかという問い

・Jerome Diamondは、家畜化が可能だった動物の存在で説明した。馬や

牛は新大陸やアジアには存在しなかった。また、戦争で武器が発達

し、さらに伝染病に免疫があったが、アジアは平和で武器は発達し

てなく、新世界は武器は未発達で伝染病への免疫が全くなかった、

・Ian Morrisはちょっとしたきっかけの違いを上げている。そして、そ

れが無ければ、中国文明やアラブ文明が十分世界の覇者であること

が可能だったと主張している。特に産業革命が西欧文明に絶対的な

競争力を与えている。中国の宋がこれに近いことを成し遂げている

のだが、そこで停滞、後退している。

・さらに、長い年月で見ると、西洋の跳躍は、ここ5世紀だけのことで

あることを指摘

・Acemoglu and Robinsonは、後発者が先発組が支配している地域の周辺

で先発組が成功したビジネス・モデルを適応しようとしたが、それ

ができなく、しかたがなく選択したシステムが後に大きな差を生ん

だと主張。つまり、敗者の抜き差し迫った選択が違いを生んだと説

明。
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1 Background
・ハッチンソンは、宗教、聖俗の権威の分離、法の支配、社会の多元性、

代議機関、個人主義を西欧文明がグローバル・スタンダートになっ

ていく上での優位性として上げている。

・宗教：西欧人の16世紀の世界征服は、黄金を求めたという面もあるが、

キリスト教布教のため世界に出て行ったという面も強い。（この点

で、ローマ法王が、ラテン・アメリカでのキリスト教布教のやり方

について謝罪している。）その他の宗教には、こういった側面は弱

い。イスラム教にしても、キリスト教布教ほどには強制的な布教は

行っていない。普及はむしろ国際交易ネットワーク構築の中で行わ

れている。

・聖俗の権威の分離：国と教会が分離していたので、自由主義が確立で

きた。その他の文明では、イスラムの神＝皇帝（カリフ）、中国で

は皇帝＝神、正教会では神は皇帝に属するパートナーで、権力が皇

帝に集中していた。強すぎる国家権力と強すぎる宗教との一体化が、

強すぎる中央集権を作り、自由主義が生まれる余地を無くしてし

まった。西欧では、国と教会が対立し、さらに、後には国の中でも、

国王と貴族の対立などを経て、政治及び経済的な力を持つ自由市民

層が成熟できた。西欧では、だれかが絶対的な権力を持つというこ

とが不可能だった。

1 Background
・法の支配：古代ローマから引き継いだ、法律が中心的な役割を果たす

という考えが普及。中世では、君主が権力を行使する際には自然法

に従うとされ、英国ではコモンローという伝統が発達。法律が支配

者によって必ずしも守られたわけではないが、法の支配という考え

方があったために、立憲主義や財産権養護、人権擁護が確立した。

その他の文明では確立できなかった。徳川幕府ですら、武家諸法度

をきちんと適用できたわけではなく、武家諸法度そのものが将軍に

よって内容が大きく変わっていくような性格のもの。また、法体系

とよべるような体系化もされなかった。

・社会の多元性：血縁や結婚に基づかないで多様な自治体を生み、存続

させてきた。最初は6世紀の修道院、修道会、ギルドで、そこからさ

まざまに発展して、組合や協会が組織されてきた。封建貴族が強力

で自治権を持ち、ヨーロッパの多くの国では、絶対君主主義が十分

に確立することを阻止した。同じ時期のロシア、中国、オスマン帝

国などでは中央集権的な官僚による帝国が確立し、貴族は弱く、市

民社会は貧困だった。
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1 Background
・代議機関：社会的な多様性ゆえに三部会や議会など、貴族や聖職者、

商人などの利益を代表する者が集まる機関が早くから発達した。絶

対君主主義の下で廃止された時期もあるが、すぐに復活。1,000年に

渡る代議制度を持つ文明は西欧文明以外にはない。

・個人主義：14-15世紀に発達し、17世紀には個人の選択権の容認が広

まった。

・これらが有利に働き、今日のヨーロッパ文明を形づくり、それが世界

標準になった。非西欧文明社会では、これを受け入れながら、自分

達の文明をも両立させるか、拒否するかという立場を取るしかな

かった。

・拒否し、鎖国しても、国内の開明派との紛争が起き、長く鎖国を保て

なかったか、紛争を機に侵略された。

・西欧文明を受け入れながら自分達の文明も両立させるという方針には、

両立させるための十分な時間が必要で、日本やトルコなどのように、

時間をかけて成功させた国もあるが、多くの国では強力すぎる西欧

文明に飲み込まれた。

1 Background
・Niall Ferguson, Civilization: The Six Killer Apps of Western Power, Penguin, 

2012では、

－競争：西欧社会は分裂していたので、はげしい競争に打ち勝つ必要が

あった。東洋や新世界では競争はなかった。

－科学：科学革命で科学的アプローチで効率的な科学を打ち立てた。

東洋にも新世界にも科学的な要素はあったが科学的なアプロー

チで系統的にまとめられていなく、単なる経験の集積

－財産権：知的財産権も含めて財産権が認められていた。また、その権

利を代表する政治的なしくみや法制度が成立した。東洋では、

自分の財産を守るためには、自分が支配者になるしかなかった。

－医療：近代医学の確立で熱帯病などの伝染病への対処ができるように

なった。

－消費：消費により、アダム・スミス的に経済が発展。消費があるせい

で、発明や改良が行われ、新製品や新サービスが生まれ、社会

も進歩する。

－労働倫理：資本を増やすというメカニズムのもとで、労働を集約し、

効率化した。その他の文明では、そのインセンティブがなかっ

た。

の6つを挙げている。
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2.歴史上の選択の上でのちょっとした違い

Daron Acemoglu and James A. Robinson, “Why Natinos Fail”, 

Crown Business, 2012

・国の貧困とか格差は、最初のちょっとした制度選択によるもの。

・それが歴史の中で、エリート集団などが特権を握り人々を搾取し、自分

達以外の人々の参入を排除するしくみを作り上げ、そのことが、大規模

な変革ができない構造となり、社会は旧態としたまま固定化し、世界の

進歩に遅れ、貧しいままとなる。

・一方、民主主義で多党制を実現できた国は、人々が、革新的なアイデア

を自由に生かすことができ、それが新しい産業を生み出し、経済を活性

化させ、ますます豊かになる。

・メキシコと米国の国境を挟んだ町Nogales, ArizonaとNogales Sonoraの経済

格差やそれが生み出された歴史、制度の比較でそのことを証明している。
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赤：エリートや特権階級が作り出した彼らだけが成功する増強ループは、統制、抑

圧、排除と変化を止めるということで成立する。この反動が生まれ、強くなると、

このしくみは変化するが、社会、文化などの性格によっては、エリートや特権階級

が入れ替わるだけで、再び青の均衡ループが形成され、機能する。
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緑：別の、エリートや特権階級だけの閉鎖的な成功ループではなく、別の成功ルー

プもあり、こちらの方が、投入される資本額が大きい場合、より早く成長する。し

かし、この増強ループを成立させるためには、自由、多様性、民主主義、社会の安

定が必要条件である。また、青や赤のループに落ち入らないような努力が必要であ

る。



7/21/2015

9

植民植変

移民・入植民

+

生生

魅魅

+

+

投資

ププププエプププ農農

商商商商

資本での消消

他の植民植植び外本での消消

+
+

+

+

統統プシプシ

統安治治プシプシ

+

+

植民植変植植(6) 

+

+
+

R1

R2

資資投資資(2)

人人(3)

軍軍のプシプシ(5) 

官官官成プシプシ(4) 

安安な労労魅(1)

17-18世紀に英国やオランダによって確立し、その後産業革命と結びつき、他の西欧

諸国に広まった植民地主義のメカニズムでは、本国でブルジョワジーから資本を集

め、それを植民地に投資し、植民地でプランテーション農園方式などで原料を生産

し、本国に輸出するというもの。その成功には、本国で資本を集めるしくみ、植民

地経営で入植をうながし、生産させるための魅力度向上としての治安維持や統治シ

ステムの整備が重要。（入植者の自由は前提条件）

バエバエ商商商商

バババ商商商商

王王王王の人人

ブバブプブブエの人人

王王王王の資資 ブバブプブブエの資資

バエバエ商商への投資 バババ商商への投資

バババ商商への投資

かかのエかエプ

バエバエ商商への投資

かかのエかエプ

ブバブプブブエ人人の増増増王王王王人人の増増増

+

+

+

+

+

+

R1 +

+

+

+

+

+

+

R2

+

+

R3

軍軍消軍への支出

-

工農変

+

R4

安多モモバ：欧欧商商かににに植民植投資資植創生のモブバエバ

本国でのブルジョワジーから資本を集めるしくみだが、王侯貴族は、収益性が高い

主にバリュー商品市場に投資していた。しかし、バリュー市場の成長の限界性や、

軍事費負担で、あまり成長できなかった。ブルジョワジーは、バリュー市場投資を

阻害され、バルク市場投資を行うしかなかったが、バリュー商品のバルク商品化や

新製品開発でバルク市場が指数的に伸び、それがブルジョワジーの人口増加と市場

拡大を生み、相乗効果で主流の座を奪うようになった。
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Karen Blixen Museum。入り口で、Out of Africaで有名なIsaac Inesenが1914年から1931年まで住んでいた

家が博物館になったものである。Karen Blixenは彼女の本名で、当時は女性が小説を出版するのが難し

かったので、彼女の従弟の名前を借りて作品を出版した。

ナンディ・ヒルのお茶畑で、茶摘みをしている光景。背景に彼らの住居が見える。
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ケニヤ、ナンディ・ヒルのお茶畑で、茶摘みをしている光景。英国植民地時代の遺産

ナンディ・ヒルにある紅茶工場。この近くにはこういったお茶工場も多く点在する。
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ロンドンのコーヒーハウス。ここで、中産階級が集まり、政治の話だけではなく、投資の話や株式会社設

立の話を行った。こういった中で、保険会社のロイドも生まれ、植民地投資の話、植民地でのプランテー

ション農園設立の話が行われた。



7/21/2015

13

3.植民地モデル

・スペイン、ポルトガルは中央集権化が進み、王侯貴族が土地の約95%を

支配

・インド航路、新大陸との交易の権利は王侯貴族が握っていた。

・国家（といっても王家）の制度として貿易が行われていて、交易に従事

していたのは、王から使命された官僚（ドイツ商人などもその下で働い

てはいたが、、、）

・これら官僚は、稼いで、本国で土地を買って、そこから上がる税金で暮

らすことしか考えていなかった。

・オランダはスペインから独立中で、王はいなく、基本的には商人と地方

領主

・スペイン、ポルトガルの王のように、どんと投資金を出資できない。

・みんなから出資を集めるしかない。→株式会社の成立

3.植民地モデル

・英国には王がいたが、権力が弱かった。

・やはり、スペイン、ポルトガルの王のように、どんと投資金を出資でき

ない。

・オランダのやり方を真似た、ブルジョワジーから出資を集める方式や株

式会社を認めるしかない。

・また、スペイン、ポルトガルと癒着したイタリア商人の活躍で、スペイ

ン、ポルトガルの貿易を売りさばく市場（バリュー商品市場）には食い

込めない。
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3.植民地モデル

・バリュー市場とバルク市場

・バリュー商品とは、宝石、貴金属、高級家具など、軽くて、少量でも価

格が高く取引できるもの

・かっては、絹、香辛料、砂糖、お茶、コーヒーなどが、西洋では生産で

きなく、東洋から輸入せざるを得なく、高価だったので、バリュー商品

だった。

・香辛料は薬や精力剤としてもてはやされた。

・砂糖は栄養剤、精力剤だった。

・お茶も最初は薬、健康促進剤、養命薬だった。

・高価なので、購買者は王侯貴族や大金持ちに限られていた。

・金融市場という意味にも近いが、その最大取引市場は北イタリア（ジェ

ノバ、フィレンツェ、ベニスなど）

・投資者は王侯貴族とイタリアの銀行

3.植民地モデル

・これに対し、バルク商品とは、小麦、材木、塩付けニシン、塩タラ、塩、

毛皮など、量が嵩張り、あるいは重く、それに比して取引価格が安い

もの。

・購買者が必ずいる、多くいるという特徴。（個々の取引は別にして、必

ず売れるというように考える。）

・北海では、16世紀には、バルク市場が成立していた。

・その取引市場のうち最大のものの一つがオランダとベルギー（アムステ

ルダムなど）

・バーター取引が多かった

・投資者は商人だが、バリュー商品の集積地も近接していること、儲かる

のであればだれでも投資できるので、王侯貴族なども投資。

・バリュー商品であっても、砂糖やお茶などのように、ブルジョワジーが

取り扱うと、品質が悪いものを価格を下げてバルク市場で販売する。

高価なものが安く売られるので、当然売れる。そこで、大量調達（生

産地拡大など）を行うようになり、バリュー商品がバルク商品化して

しまう。
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商商と投資資のモブバエバ

バエバエ商商商商での取取取

バババ商商の取取取

王王王王の資資

ブバブプブブエの資資

王王王王の資資増増

王王王王の資資資資

ブバブプブブエ資

資の増増

バエバエ商商の公平平入平 バエバエ商商の公平平入安平

バババ商商の公平平平安平
バババ商商の公平平平平

ブバブプブブエ資

資の資資

バエバエ商商商商

バババ商商商商

バエバエ商商商商増増
バエバエ商商商商資資

バババ商商商商の増増

バババ商商商商の資資

バエバエ商商・商商投資

バババ商商・商

商への投資

バエバエ商商・商商投資増

バババ商商・商商への投資増

バババ商商・商商かかのエかエプ

バエバエ商商かかのエかエプ

軍軍エ挑戦への消消

バエバエ商商かかのエかエプ増

バババ商商・商商かかのエかエプ増

工農変

工農変の進進

王王王王の人人

王王王王の人人増増

王王王王の人人資資

ブバブプブブエの人人

ブバブプブブエ人人増増 ブバブプブブエ人人資資

ブバブプブブエ人人増増増

植民植への投資

4.シミュレーション結果
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Selected Variables
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ブバブプブブエの人人 : Current

王王王王の人人 : Current

Selected Variables
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400,000
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バエバエ商商商商 : Current

バババ商商商商 : Current

Selected Variables
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初期値
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ブバブプブブエの資資 : Current

王王王王の資資 挑戦が無く軍軍が不不 : 

王王王王の資資 : Current

Selected Variables

200,000
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工農変
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工農変 : Current

資本主義という、投資が指数的に増

えるしくみに対し、王侯貴族の投資

は直線的にしか増えなく、負けてし

まう。

さらに、軍備出費があり、戦争があ

り負けるとそれでそれまでの資本投

資が消えてしまう。



7/21/2015

17

GRAPH_1
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初期値である1600年のバルク市場規模とバリュー市場規模をどう見るかは正確な

データがないので判断が難しいが、仮にバリュー市場対バルク市場を1対100として、

モデルを作ってシミュレーションしてみると、英蘭両東インド会社が軌道にのった

時期である1620年ごろに、バリュー市場を、バルク市場が抜き去っている。もう少

し成長速度を遅くしても、遅くとも1660年頃には抜き去ってしまう。

・工業化：ここでは取り上げていないが、、、、

・産業革命が英国で初めて起きたことを、Acemogluなどは強調してい

る。

・他の国では、支配層である王侯貴族などが危険であるとして発明や

その応用を認めなかった。

・英国でも、飛び杼が発明された時、職工などの打ちこわし運動が

あった。しかし、彼らはそれを徹底させ、禁止させるだけの政治的

権力を持っていなかった。

・英国の王族や貴族の中にも抵抗する人たちがいたが、決定的な政治

力を持たなかった。

・裕福な商人等の資本家やジェントリー層の投資志向によって蒸気機

関などの発明が適用され、産業革命といった、創造的破壊を産み出

し、古いものが新しいものと革命的に入れ替わった。
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5. メキシコと米国

米国側：Nogales City, Santa Cruz Country of Arizona

・この地方の人々の平均収入は$30,000

・子供は学校に通って教育を受けている

・住民のほとんどは高卒である。

・人々は保健制度が他の地域よりも整備されていないと言うが、人々は概ね

健康である

・65歳以上の住民は政府のMedicare（高齢者保健）の保健制度を利用できる。

・米国の自治体や政府が行っている電力、通信、下水、保健、道路などの公

共サービスも米国の他の地域と比べてそんなに違うわけではない。

・何よりも、治安がいきとどいていて、平和で安全である。

・泥棒とか、財産を没収されるとか、商売を行うことや家を買うといったこ

とを禁止されるということを心配する必要はない。

・非効率なやり方を強制されるとか、だれかに賄賂を贈らなければならない

ということもないし、政府がそれを監視している。

・人々は投票で市長や議員を変えることができるし、大統領選挙人を選んで、

間接的ではあるが、大統領だって選ぶことができる。

・民主主義は彼らにとっては当たり前のことである。
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メキシコ側：Sonora, Mexico

・平均収入は北にフェンスを接しているNogalesの人々の1/3

・ほとんどの住民は高校を卒業していなく、学校に通っていない子供も多い

・乳幼児死亡率も高い

・保健医療制度が未整備なので、人々はそう長く生きていない。

・公共サービスも良くない。道は悪い。治安も悪い。泥棒も多いし、ここで

何か商売を行うというのはきわめてリスクが高い。

・泥棒が多いだけではなく、何か許可を得るということがそもそも難しい。

・政治家の汚職と不当な干渉にさらされて人々は生きている。

・民主主義はやっと2000年に、政治改革によって導入されたばかりで、それ

までは、PRIの腐敗にまみれた政党支配下に置かれていた。

・平均収入は$5,000だが、メキシコの他の地域から比べるとはるかに収入は

高い。

・その理由は、米国の会社が、この地に工業団地を作り、そこで製品を製造

しているから。Richard Campbellのバスケット製造会社、Artley楽器製造会

社（フルートとサックスを製造、本社はアリゾナ）、Coin Art社、Grant

（サングラス）、Chamberlain（家具）、Samsonite（スーツケース）が操

業しているが、Sonoraの経済発展は外からもたらされたもの。
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・Nogales ArizonaとNogales Sonora

・メキシコ側はもともとのAztec帝国末裔のインディオで、米国側が欧州

からの移民というわけではない

・1821年にメキシコはスペインから独立する。

・この地域はメキシコのVieja California州だった。

・1846-1848のメキシコ・アメリカ戦争後も、この地域はメキシコのVieja

California州だった。

・1853年にGadsden購買によって、この地域が米国領土として買われて、

米国領になった。

・両地はそれまでは同じ人が住んでいて、祖先は同じ、食べ物も音楽も風

習も、文化も同じだった。

・古くからの歴史や文化、住民の民族の違いで米国側のNogalesとメキシ

コ側のNogalesの差ができたわけではない。

・著者は、制度の差で違いが生まれたと主張。
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・同じような、何かの境界線を挟んで大きな格差が見られる地域は世

界のあちこちに存在する。

・北朝鮮と韓国

・ベルリンの壁崩壊前の西ドイツと東ドイツ

・ボツワナと隣国

6.なぜ豊なのか、なぜ貧しいのかの理論：

(1) 地理的理由

・18世紀初頭のフランスの政治哲学者、モンテスキューの理論

・多くの貧しい国、アフリカ、中米、南アジアは北回帰線と南回帰線の間

の熱帯地域にある。豊な国は緯度が高い地域にある。熱帯地域の人は

怠け者で探究心が欠如している。そのため、一生懸命働かなく、工夫

をしない。それが彼らが貧しい理由である。

・シンガポール、マレーシア、ボツワナなど熱帯にあっても急成長を遂げ

ている国もある

・Jeffrey Sachsなど、この理論と基本的に同じ主張をする研究者は今でも

存在する。

・彼らは、気候的な条件が労働意欲に関係するとは言っていないが、熱帯

病、特にマラリアが健康問題に関連し、労働生産性向上の障害になって

いると主張している。また、熱帯地域の土壌が、農作物の生産性を阻害

していると主張している。従って、気温が温暖地域に有利と説明してい

る。
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6.なぜ豊なのか、なぜ貧しいのかの理論：

(2) 文化的理由：

・マックス・ウェーバーが最初に主張した。

・近代西欧社会の発達にはプロテスタントの持つ倫理観や習慣が貢献した

というもの。ただ、宗教にだけよるものとは主張していなく、信念、価

値観、倫理観の側面を強く主張。

・アフリカでは、勤勉に働くという倫理観がなく、迷信や真実を信じ、西

洋の技術導入に抵抗するから。ラテン・アメリカ人は、イベリアの

manana文化を継承していて、本質的に放蕩だから、金持ちにはなれない。

・かっては、中国文化と儒教価値が経済成長を受け入れないとされていた

が、今では、中国人の労働倫理が現代中国、香港、シンガポールの成長

の牽引力だと説明されるようになっている。

・毛沢東時代の中国では、儒教が歴史をゆがめ停滞されたとされ、迫害さ

れた。

・シンガポールのリー・クワンユーなどは、儒教文化が東南アジアの奇跡

の成長を生んだと主張。（韓国、台湾、香港、シンガポールは儒教）

・メキシコと米国の国境地域にあるNogalesの人々や北朝鮮と韓国は同じ

民族、同じ文化

6.なぜ豊なのか、なぜ貧しいのかの理論：

(3) 知識の欠落：

・アフリカなどの独立後も開発途上国のままで停滞している国では、指導

者に近代的な経済や開発の知識がなく、失敗したというもの。従って、

西欧の近代的な経済学などの知識を持ったアドバイザーがアドバイスを

行い、それに従えば、うまく開発できる。

・世銀などのエコノミストがアドバイスを行っているし、そのアドバイス

に従うことが世銀などから融資を受けるコンディショナリティになって

いる。

・リーダーには、何をすればある分野で経済が発達し、自分に利益が戻っ

てくるという知識は豊富にある。

・ただ、リーダーが自分の利益確保や、権力を確保するために、経済開発

を、自分を支援してくれるグループに振り分ける。そういった支援を得

るためにプロジェクトを形成し、そのプロジェクトを形成した（融通し

た）便宜代として上前を撥ねる。全体最適で開発を行っているわけでは

ないし、リーダーの対抗勢力には絶対経済開発させないようにする。

・政権が変わった時には、前のプロジェクトの対象が変えられたり、違う

ものに代えさせられる。
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6.なぜ豊なのか、なぜ貧しいのかの理論：

(4) Daron Acemoglu and James A. Robinsonの制度理論

・独占的な経済制度と包括的（開放的）な経済制度

・独占的な経済制度の下では、エリート層以外の人に成功のチャンスが与

えられない。従って、インセンティブが働かない。

・社会は停滞してしまう。

・包括的な経済制度では包括的な市場が生み出され、公平な成功チャンス

を全ての人に与える。

・技術開発（発明）と教育の機会、受けた教育をスキルとして生かす機会

を与える。

6.なぜ豊なのか、なぜ貧しいのかの理論：

・独占的(Exclusive)な社会制度と包括的・開放的(Inclusive)な社会制度

・独占的な社会制度は、独占的な経済制度を生み出し、癒着するので、エ

リート層以外の人に成功のチャンスが与えられない。従って、インセン

ティブが働かない。

・大規模な進展には革新性（イノベーション）が必要で、それは創造的破

壊をもたらすので、エリート層はそれを恐れて、阻害し、排除しようと

する。

・結局社会は停滞してしまう。

・しかし、独占的な社会制度を握る指導者が、経済改革の必要性を認め、

経営資源を注入あるいは傾斜することで、経済発展を起こすことができ

る。収奪を増やすために独裁者が経済成長を望むこともある。

・独占的な政治制度でのエリートが、経済を開放的にしても脅威を感じな

い場合は、経済制度を開放的にして、経済発展をもたらすこともある。

・包括的・開放的な経済制度にすると、政治的にも開放された制度を人々

が求め、うまくいけば、ゆっくりと開放的な社会制度に変わるが、あま

りにも急な社会改革だと、失敗すれば社会混乱を引き起こす。
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6.なぜ豊なのか、なぜ貧しいのかの理論：

・開放的な社会制度では、包括的・開放的である必要がある。

・ある程度の中央集権があり、法と秩序が守られ、開放的かつ包括的な市

場形成がなされる必要がある。

・しかし、政治権力は幅広く多元的に分配され、民主主義的に中央集権者

が選ばれ、不適切であれば交代させられる。

・もし、中央集権的な制度が確立しないと、サマリヤやサブ・サハラ諸国

に見られるような、混雑し、それゆえに発展のない国になってしまう。

・あるいは、中央集権の奪回を巡っての内乱状態になってしまう。

6.なぜ豊なのか、なぜ貧しいのかの理論：

・また、発展させ続けるには、好循環を作る必要があり、これは実は、歴

史上のちょっとしたきっかけがどう生かされたによる。

（例：黒死病）

・歴史上のちょっとしたきっかけが、好循環になり、社会・経済が発展す

るのか、それとも悪循環になり、独占的、閉鎖的、収奪的になってしま

う。（例：黒死病による農民の減少を理由に、西欧では農民が自由を勝

ち取ったが、東欧では農民が農奴にされてしまった。）
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開放的な政治制度 開放的な経済制度

独占的な政治制度 独占的な経済制度

開放的な政治制度 開放的な経済制度

独占的な政治制度 独占的な経済制度

開放的な政治制度 開放的な経済制度

独占的な政治制度 独占的な経済制度

パターン1

好循環を作り

出していけば、

国家は成長

パターン3

パターン1に

移行できるか

パターン2に

なってしまう

か

パターン2

国家は沈滞し

やがて崩壊

開放的な政治制度 開放的な経済制度

独占的な政治制度 独占的な経済制度

開放的な政治制度 開放的な経済制度

独占的な政治制度 独占的な経済制度

パターン4

すぐにパター

ン2になって

しまう

パターン5

制度が確立し

ていないカオ

スの世界。内

乱、内紛で国

家とよべるも

のが成立しな

い。
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(1) パターン1：開放的な政治・経済制度

1-1) 開放的な政治・経済制度で、どんどん社会・経済が発展し続ける。

（例：米国、英国）

・これには、好循環を作り出し、維持する必要がある。

・このエンジンになるのは、イノベーションと創造的破壊

1-2) 開放的な政治・経済制度でも、パターン2-1)の、独占的政治・経済制

度に陥り、国家が崩壊あるいは停滞することもある。（例：ベニス）

1-3) 本国が開放的な政治・経済制度であり、海外植民地でも、開放的な政

治・経済制度を構築し、発展し続ける。（例：米国、オーストラリ

ア）

1-4)本国が開放的な政治・経済制度であったとしても、海外植民地で独占

的・収奪的な社会・経済制度を構築することもある。（例：インドネ

シア、インド）

・この収奪的な植民地での社会・経済制度構築がアジアやアフリカ、ラテ

ン・アメリカに甚大な被害を与え、発展を阻害した。

(2) パターン2：独占的な政治・経済制度

2-1) 独占的な政治制度が収奪的な経済制度と結びつき、社会が閉鎖的で発

達が無くなる。（例：メキシコや多くのラテン・アメリカ）

2-2) 独裁的な政治制度でも、資源の傾斜投入で経済発展を達成できるが、

経済制度が閉鎖的である限り、長続きしない。（例：ソ連）

2-3) 独裁的な政治制度でも、部分的に開放された経済制度を作ることで経

済発展を達成できるが、真に政治経済制度が開放されない限り、成長

は長続きしない。（例：中国をそう見ている）

2-4) 経済発展のために、開放的な経済制度への移行を試み、それが開放的

な政治制度への要求になり、その移行に成功する。

2-5)経済発展のために、開放的な経済制度への移行を試み、それが開放的

な政治制度への要求になり、その移行が急激だったり、失敗すると、

内乱状態や経済破壊、最悪国家崩壊になってしまう。（例：ソ連）

・多くは、部分的な経済制度開放に留まり、すぐにパターン2-1)に陥って

しまう。
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(3) パターン3：独占的な政治制度と開放的な経済制度

3-1) パターン1-1)に移行し、社会・経済が発展する。（例：韓国、日本）

3-2) パターン2-1)に移行し、社会・経済が沈滞化する。（多くはこの例）

(4) パターン4：開放的な政治制度と独占的な経済制度

・開放的な政治制度で独占的な経済制度は存在できないか、すぐに、経済

エリートが政治エリートと結び付き、パターン2-1)になってしまう。

(5) パターン5：社会、経済の両制度ともにそもそも制度を確立できない

5-1) カオス状態で、内乱や紛争が絶えない。（例、サマリア、サブ・サハ

ラ諸国）

7. パターン2-1)：ラテン・アメリカ

・1519年、コルテス、アステカ帝国征服に着手

・1521年、コルテス、アステカ帝国を征服

・1531年、ピサロ、第3回ペルー遠征航海

・1532年、ピサロ、インカ帝国の王アタワルパを捉え、処刑、インカ帝国

を滅ぼす。

・メキシコでは、住民を支配し搾取するエンコミンダ制を確保。

・その後、メキシコは、スペインから独立するが基本的に軍政で、力によ

る政治支配、力による収奪という体制や構造が変わらなく1990年まで続

いた。

・1545年、ポトシで銀鉱が発見される。

・インカ帝国時代にあったMitaという制度を収奪のしくみに使う。
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7.パターン2-1)：ラテン・アメリカ

・1516年初頭、スペインの航海士Juan Diaz de Solisが南アメリカの海岸を

探索

・この地をスペイン領と宣言し、そこに流れていた川をRio de la Plata 

(River of Silver)と命名

・今のUruguayとArgentina

・狩猟を行う、強い中央政権を持つ住民がいて、小さなグループに分かれ

て住んでいた。

・Juan Diaz de Solisは彼らとの争いで殺される。

・1534、スペインはPedro de Mendozaとそのグループを探検と布教のため

のミッションとして送る。

・Buenos Airesを発見する。他の土地に比べ、気候的にもヨーロッパ人向

きの土地だった。

・しかし、征服とコントロールはあまりうまくいかなかった。

・地域の部族、CharruasとQuerandiは非協力的で、攻撃的で、食料を提供

することも、労働することも拒絶し、スペイン人は彼らを捉え、強制的

に働かせるしかなかったが、それでも抵抗したし、おまけに、そこは銀

を産出しなかった。

・たまりかね、生き残ったスペイン人は、新たな場所を探すことにした。

1537年、Juan de Ayolasは、Parana Riverからインカに行く道を探し、

Guarani部族と出会う。Guaraniは農耕民族で、CharruasやQuerandiとは

違った民族であることを知る。

・少し抵抗を受けたが、スペイン人は、Guaraniの本拠地、Nuestra Senora 

de Santa Maria de la Asuncionを発見し、制圧する。ここは今はパラグアイ

の首都になっている。コンキスタドーレは地元の王女と結婚し、新しい

貴族になる。Guaraniを奴隷にしてしまう。一種の植民地を作ってしまう。

・Buenos Airesは廃止され、全てのスペイン人はこちらに移ってしまう。

・南米のパリとまで言われたBuenos Airesは1580年まではだれにも顧みな

い土地だった。

・初期のスペイン人も英国人も、土地には興味がなく、黄金と銀の収奪に

しか興味がなかった。

・こうして、ラテン・アメリカでは、スペイン人は必ずといっていいほど、

独占的、収奪的な社会・経済制度を確立することに成功した。

・英国のように、反抗的な原住民と人口密度が少ない地域に固守し、植民

地を建設する必要がなかった。
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・1942年10月12日、コロンブスがバハマ諸島を発見したことから始まる

・1519年、ヘルナンデス・コルテスがメキシコを侵略する。

・半年後、フランシスコ・ピサロがペルーに侵略する

・Pedro de MendozaのRio de la Plataはその丁度2年後

・16世紀末までに、スペイン人はほとんどの南米の土地を探検し、領土と

し、ブラジルはポルトガルの主張によりポルトガル領となる。

・スペイン人の植民地化は極めて効率的なやり方で行われた。

・メキシコでコルテスが試み成功したやり方を踏襲

・まずその地方の部族の長を捉える

・こうすることで、部族長の富を自分のものとでき、部族に属する人々か

ら食料を提供させることができた

・次に、彼らがインディオ社会の新しいエリートになり、既存の税金徴取

システムをわが物とし、また、人民に強制労働を強いた。

・エンコミエンダ制を導入。クリスチャンに改宗したインディオを、イン

ディオの監視者にして、インディオを強制労働させた。

・1545、Potosi銀山を発見。1650年の人口160,000人

・1569、Francisco de Toledoが、銀採掘での労働力不足解決のためにペ

ルーに到着

・インカ帝国にあったmitaというシステムを使ってインディオを強制労働

させる。mitaは、貴族が人々を一定期間、農園で働かせ、そこで生産さ

れたものを神殿に捧げる、あるいは彼ら自身とその軍隊の食料を生産さ

せるシステム。代わりに、貴族は、干ばつ時には食料を人々に提供し、

自分が持っている軍隊で治安を維持した。

・ポトシ地区を含む約20万平方の区域の住民で1/7の男性を、ポトシ銀山

で働かせることとした。この強制労働者徴用区域は、インカ帝国の中央

部をほぼカバーし、王都クスコもカバーしていた。



7/21/2015

31

・1808年2月、ナポレオンはスペインを侵略し、5月には首都マドリードを

陥落させた。9月には国王フェリディナンドが捉えられ、退位させられ

た。

・クーデターが起き、軍部が統治を掌握し、フランスに反逆し、独立した。

・軍事政権はCortesと呼ばれる議会を作り、1812年、Cortes憲法とよばれ

ている憲法を発布した。この憲法は、人民主権で、特権の廃止と法の下

での平等が導入されていた。

・このことは、南アフリカのエリートには悪夢だった。まだencomienda、

強制労働、絶対権力、植民地制を守っていて、それを何とか守りたかっ

た。

・権利を守るために、南アメリカでは彼ら独自の軍事政権を作った。いず

れにしろ、スペインから独立するのは時間の問題だと分かっていた。

・1810年、メキシコが独立を試みた。これがHidalgo革命と呼ばれるもの

で、Miguel Hidalgo神父に率いられた軍隊が植民地政府の官僚を殺害し、

続いて白人を虐殺した。独立の戦いというよりは民族紛争のような感じ

で、エリートや白人だけではなく、反対派であればだれでも全員殺害さ

れるまで続いた。

・メキシコのエリートたちは当然ながらCortes憲法のことやその人民主義

のことは知っていたが、懐疑的に見ていて、正当性を認めようとはしな

かった。

・1815年、ナポレオンが破れ、失脚すると、フェルディナンド7世はスペ

イン王に返り咲き、Cortes憲法を廃止した。そして、南米の植民地を、

再び、スペインの植民地であると主張した。しかし、だからといってメ

キシコの王政派の抱える問題を解決してはくれなかった。

・1820年、スペインの軍隊は総会を開き、フェルディナンド7世に反乱し

ている南米の軍人たちをスペインに戻し、地元の反対派も参加するよう

になり、フェルディナンド7世にCortes憲法とCortes議会の復活を迫った。

このCortes議会は、前にCortes憲法を起草した人たちよりももっと過激で、

どのような形態であれ、全ての強制労働を廃止させた。また、軍隊が軍

事裁判で被告を砂漠ことも含め、全ての特権を廃止した。

・こんな状況がメキシコに伝わり、エリートたちは独立した方がましとい

うように思うようになった。

・1821年2月24日、スペイン軍メキシコ駐屯部隊長のAugustin de Iturbideが

独立草案を打ち上げる。メキシコ皇帝による君主制で、Cortes憲法の中

で記されていた、メキシコのエリートたちが脅威を感じていた条項は完

全に排除されていたので、エリート層から直ぐに支持を得られた。また、

スペインは、メキシコの独立は不可避と判断した。しかし、Iturbideはす

ぐには独立運動に向けてのエリートたちの組織化を開始できなかった。

・権力の空白が生まれ、Iturbideは自分の軍隊をバックに自らをメキシコ

皇帝と称し、独裁制を確立した。
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・1822年10月、憲法で定めた議会を解散し、自分の軍事政権が選んだ議員

で議会を構成した。Iturbideは長く政権を維持できなかったが、メキシコ

ではこのやり方が政権が変わる毎に繰り返された。

・米国は、1860-1865年の間の南北戦争の間だけ、社会的政治的な不安的

構造があっただけだが、メキシコは常に社会的政治的な不安的構造だっ

た。

・Santa Anaはスペインとの独立戦争ではスペイン側で戦ったが、1821年

にIturbide側に付き、1833年5月にメキシコの大統領になるが、Valentin 

Gomes Fariasに敗れ、1ケ月しか政権を保持できなかった。Valentin 

Gomes Fariasも15日しか政権を保持できなく、再びSanta Anaが政権を奪

回した。しかし、6月にはValentin Gomes Fariasに政権を奪回されてしま

う。こんな状態が1835年中旬まで続く。Santa Anaは、1839、1841、1844、

1847、1853、1855と何回も大統領の座を奪回する。

・彼が大統領の時にメキシコ・アメリカ戦争が起き、彼は敗れ、ニュー・

メキシコとアリゾナ州を失う。

・1824年から1867年の間に52人が大統領になるが、いずれも、憲法に定め

た方法で大統領に選ばれたわけではない。

・こうした政治的不安定は経済的なシステムを弱体化させ、経済的なイン

センティブが失われていった。官僚の権威が失落し、税金を上げること

も社会サービスを行うこともあまりできなかった。

・Santa Anaは大統領にはなったが、メキシコの大半は統治できていなく、

テキサスが米国になっていくことを阻止できなかった。

・メキシコの独立の目的が、植民地時代に作り上げた不平等的な経済的制

度を守ることにあった。この制度は、既存の特権階級を守り、独占を守

り、その他の大衆による経済的インセンティブや主導から特権を守るも

のであった。米国では産業革命が19世紀前半に始まったが、メキシコで

は、それが特権階級に脅威を与えるものと見られたので、導入が阻止さ

れた。
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・コンゴ

・1482年、ポルトガル（ディオゴ・カン）と接触。当時、集権化された強

力な国家があった。

・ポルトガル人は、コンゴ人に車輪や鍬、農業方法を教え、農業普及の

ミッションまで派遣したが、コンゴ人は全く興味を示さなかった。唯一

興味を示したものは鉄砲だった。（鍛冶工、石工、煉瓦工、農業技術者

を派遣）

・コンゴの王侯貴族は鉄砲を多量に導入し、奴隷を輸出した。

・コンゴ経済は、エリートたちが、首都サンサルバドル周辺で営む奴隷制

プランテーション。そこに奴隷を供給し、働かせ、余剰をポルトガル人

に売りさばく。

・コンゴ人にとって、車輪や鍬を導入し、農業生産を上げると、そこに王

侯貴族が目をつけ、財産を没手し、逆らえば、捉えられ、奴隷として売

られてしまう可能性があった。

・コンゴの王侯貴族にしても、農業生産性を上げることには興味はなく、

奴隷を捕まえ売った方が手っ取り早く、はるかに儲かった。

・別資料だが、コンゴ王アファンソ1世は、奴隷狩りに憂慮し、1526年以降、ポルトガル王ジョアン3世に、

事態改善を要請する手紙を何度も送っているが、ポルトガルは無視し続けた。
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・コンゴ

・ブラジルの開発のために、コンゴから多量の奴隷が送られ、砂糖黍プラ

ンテション農園で働かされた。

・この収奪構造は、ベルギーが植民地にしても続き、他の西欧諸国が奴隷

貿易を廃止しても、コンゴだけは長く奴隷の密輸が続いた。また、ベル

ギーのレオポルト国王によるゴム採取の強制労働は悪名が高い。

・独立後も、モブツ大統領のように、援助を着服。

・社会整備は全く進まない。
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8. パターン1-1)：米国の現在の制度成立の歴史：

・メキシコは、コルテスがアステカの国王を捉え、金銀を放出させ、その

後、現住民を支配し搾取するエンコミンダ制を確保。

・ペルーでも、ピサロがインカ帝国の皇帝、アタワルパを捉え、乗っ取り、

Mita制度を使って、原住民を搾取する制度を確立。

・一方米国の初期の入植者は、これらのスペイン人の成功体験を真似よう

としたが、それが米国では通用しなかった。

・バージニア州James Town (1603年）

・ハドソン湾の湾口以下のフロリダはスペイン人にすでに取られていて、

バージニアしかなかった。

・Virginia Companyが入植者を送り込むが、彼らは、金や銀を掘り当てる

ことにしか気がなく、土地を耕し、食物を栽培しようとはしなかった。

酋長を捉え、食料を供出させようとしたが、酋長は注意深く、また、彼

らの方が優勢だった。また、金も銀も産出しなかった。

・インディアンを捉えて、食料生産のために奴隷化しようとしても、そも

そも人口が少なく、うまくいかなかった。
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8. パターン1-1)：米国の現在の制度成立の歴史：

・Jamestown, Virginia

・1490年代、スペインの繁栄とは反対に、英国は貧しく、欧州での後進地

域だった。

・ちょうどバラ戦争の傷がいえ始めたころ。

・1588年、スペインの無敵艦隊からの攻撃を撃退することに成功。

・このことはヨーロッパに激震をもたらした。

・英国は海外に出ていくことに興味を持ち、スペインのように海外植民地

を持とうとした。

・しかし残念ながら後発組で、乗り遅れていた。

・北米に植民地を作ろうとした。ここが理想的な土地だったわけではなく、

そこしか残っていなかったからである。

・インディオの人口密度が高く、金や銀が取れる土地はすでにスペイン、

ポルトガルが所有済であった。

・1585-1587、North CarolinaのRoanokeに植民地を作る試みは完全失敗

・1607年再度挑戦。1606年末に3隻の船をVirginiaに送る。Virginia 

Companyという名前。（英国は、会社制度で船を派遣した）

・チェサピーク湾を北上し、James Townに1607年5月14日、植民地を作る。

・スペインのビジネス・モデルを踏襲しようとして、地元の酋長を捉え、

食料や富を供給させ、住民を強制労働させようとした。

・この土地はPowhatan連邦の支配下で、Wahunsunacockという酋長のもと

に約30の部族が集まり、支配していた。首都はWerowocomcoという場所

で、James Townから20マイル以上離れた土地だった。

・もし、インディアンが食料を提供してくれなく、労働力も提供してくれ

ないようであれば、交易してもいいとすら考えていたが、彼ら自身が働

いて食物を作るということは念頭だにしていなかった。

・スペイン人たちはそんなことはやっていなかった。

・Wahunsunacockは侵入者をいち早く発見し、疑いを持っていた。彼は、

北米では広大な土地を支配し、一種の帝国のようなものを作っていたが、

敵は多く、インカ帝国のような中央集権制度を有していなかった。

・そこで、Wahunsunacockは侵入者が敵なのかどうか、どんな意図を持っ

ているかを注意深く観察することにし、友好的なメッセージを送ったが、

すぐには近づかなかった。

・1607年末、James Townの住民は食料不足の問題を抱えるようになった。
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・John Smithが、Wahunsunacockの弟のOpechancanoughに捉えられ、

Wahunsunacockの前に引きずられ、そこで初めてWahunsunacockに合うこ

とができた。

・1608年1月2日、Wahunsunacockの娘Pocahontasに助けられ、John Smithは

解放され、James Townに戻ることができた。その日、船が食料を英国か

らもたらした。

・しかし、この教訓をVirginia Companyは学んでいなく、相変わらず、早

く黄金か銀を発見し、送ってこいという命令を出し続けていた。

・スペインのコルテスのやり方が通用しないということをJohn Smithが最

初に理解した。ここには、黄金も銀もなく、おまけに人口も少なかった。

・1608年4月、John Smithは、スペインから海賊行為で奪った黄金を、見

せ金として英国に送り、失敗していないと言う印象を与えながら、

Virginia Companyのコントロール権をJames Townに移行しようと考え、

WahunsunacockにJames国王から王冠を与え、自治権を認めるようにたく

らんだ。

・John SmithはWahunsunacockをJames Townに招待したが、Wahunsunacock

は疑い深く、捉われることを恐れて、招待に応じてJames Townに来よう

とはしなかった。

・John Smithは、本国に、ここでは黄金も銀も取れなく、人々を強制労働

させられないこと、メキシコやペルーと違うので、開拓者が必要で、貴

金属職人は不要という手紙を送った。

・働かざる者食うべからずというモットーで、John Smithのもと、James 

Townは2年目の冬を過ごした。

・Virginia Companyは2年間も収益を上げられなかったので、開拓植民地政

策を導入することにしたが、経験豊富なJohn Smithを首にし、

Wahunsunacock から食料も得られなく、Thomas Gatesを指導者に新しい

やり方をしようとした。

・1609-1610、一種の共産のようなことが行われたが、成功しなく、500人

の入植者のうち生き残ったのはわずか60人だった。

－土地は全てVirginia Companyが所有する

－男は全員長屋に住み、ノルマを与えられる。

－秘密警察のような組織が作られ、監視する。

－コロニーから逃げ出そうとした者は殺される。

・こんな状態では、死を覚悟して逃げ出してしまうしか生き延びる方法は

ない。
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・1618、Virginia Companyは、共産的な方法がうまくいかないことを理解

し、移住者にインセンティブを与えることにした。これしかなかった。

・入植者の男性に50エーカーを、家族や使用人があればさらにそれぞれ分

50エーカーを与えることにした。Virginia Companyは税金だけを取ろう

とした。

・しかし、入植者の方が、Virginia Companyを信用しなく、入植者による

総会で政治的事項を決めるという一種の自治権を要求。

・1619年に総会が導入され、男性全員が、植民地をコントロールする法律

や制度の設定に参加するようになった。これが米国における民主主義の

始まりである。

・James Townに関しては、その後、タバコのプランテーション栽培で成功

する。これには先のポカホンタが係っている。

・Virginia Companyが、南米ではうまくいっているシステムや制度が北米

では全くうまく機能しないことを学習するために20年もかかった。17世

紀の残りは、2番目の学習、植民地を活性化させるためには、入植者を

勤労にいそしませるような制度を作ることに費やされた。

・北米の開拓が進むにつれ、英国のエリートは、植民地での経済及び政治

的権利を制限するような制度を導入しようとしたが、いずれもVirginiaで

の経験のように失敗した。

・1632、チェサピーク湾上部の163.2億エーカーの土地がCharles I国王から

Baltimore卿に授けられた。バルチモア卿は、17世紀の理想的な英国のよ

うな場所を築こうとした。小作人を募集し、土地を耕し、税を納め、エ

リートがコントロールするような場所を築こうとした。

・1663にも、カロライナでAnthony Ashkey-Cooper卿が同じようなことを

試みた。

・どちらも、入植者に階級社会制度を強制できなかった。新大陸ではオプ

ションがいろいろあり、入植してはみたものの、別の場所に逃げ出せた。

そんな中で、働かせるためには、インセンティブを与えるしかなく、

もっと経済的自由と政治的権利を与えるしかなかった。入植者は、

Baltimore卿に、総会を認めさせ、そこで決まったことを認めさせた。

・1691年、総会は、メリーランドを英国の領土とし、Baltimore卿とその現

地代理人の政治的権利を無効とした。同じようなことはカロライナでも

起き、1729年、カロライナも英国の領土になった。

・1720年代には13のそういった植民地が、どこも同じような政治制度、知

事がいて、財産を有する成人男性を有権者とする議会があるような制度

を作り上げていた。

・1774年、そういった議会が集まり、米国を独立させようとした。議会は、

構成員である市民の権利を守り、税金を集める権利を有すると信じて行

動した。
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・1787年、5月、米国はフィラデルフィアで独立宣言が行われる。

・南北戦争

・南部は奴隷制

・南北戦争後、奴隷は解放されたが、南部には黒人差別が残った

・黒人には教育の機会もなく、高収入を得られる職業も開放されていな

かった。それらは白人が独占した。

・1955年、アラバマ州で、黒人女性ローザ・パークスが、公共バスの白人

専用区の席に座り、どかなかったことから南部の公民権運動が起きる。

・マルチン・ルーサー・キングなどの介入、ケネディ大統領の支援で、南

部の閉鎖的・独占的政治制度は違法とされ、廃止される。

・1950年ごろまでは、綿摘みに安い賃金で働かすための黒人労働者が必要

だったが、1960年には半分以上機械化が進み、農業部門でも黒人労働者

はあまり必要としなくなった。

・大統領選や選挙で勝つためには黒人票が必要だった。

・1940年代には南部の平均一人当たり収入は合衆国全体の平均の50%だっ

たが、1990年にはそういった差はほとんど無くなった。

・違いは：

・米国側は、職業の自由、学校に行きスキルを身に着ける自由、技術に投

資し、もっとお金を儲けられるように推奨する風土、民主主義のもとに

自分達の代表として誰かを選ぶ自由、もし何かまずいことをしでかした

ら、だれかもっとふさわしい人に変える自由があった。

・エジソンのような革新的なアイデアを持つ人は、そのアイデアを使って

経済的に成功できたし、社会・経済もそれによって発達した。

・アイデアはパテントや著作権で保護された。

・高い教育を受けた人は、エジゾンなどが考えた生産設備をうまく運営し、

あるいは会社をうまく経営でき、経済的に成功できたし、社会・経済も、

そういった人達によって経営される制度で発展した。

・こういった制度の下で、人々の要求により、基本的な社会サービス（公

共保健衛生から道路整備まで）、が行われた。

・この制度の違いが、起業や商売のインセンティブ、そして経済発展とい

う点で大きく米国とメキシコの2つを分けた。



7/21/2015

40

・なお、ちなみに、米国で搾取や迫害のようなことが無かったという意味

では全くない：

・入植者に土地を与えるということは、アメリカ原住民の土地を取り上げ、

彼らを追い払うということであり、そのため、James Townはアメリカ原

住民と紛争を起こし、何度もアメリカ原住民の襲撃を受ける。

・アメリカ原住民側にとっては、彼らの土地への侵入、キリスト教布教と

彼らの持つ文化や風習の否定に反発した。

・James Town及びVirginiaの関しても、ポカホンタ在命中は平和的だった

が、死後対立する。

・しかし、やがて、入植者が増え、かつ、圧倒的な火力を持つ白人側に負

けるようになり、追い払われる。
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9.パターン3-1)：独裁的な政治制度、開放的な経済制度、韓国

・1948年、李承晩政権（Syngman Rhee)

・1961年軍事クーデターで朴正煕(Park Chung-Hee)政権樹立

・李承晩、朴正煕共に反共産主義で米国から支援されていて政権保持には

絶対の自信を持っていたので、経済制度を閉鎖的、独占的にする必要性

を感じなかった。

・また、李承晩、朴正煕は特定の財閥の支援を得てもいなかった。

・経済エリートたちも、政治を支配しても得ることが少なかった。

・軍隊である政治エリートたちも、経済を独占しても得ることが少なかっ

たし、米国の介入を恐れた。

・政治エリートたちも、経済エリートたちも、米国の影響が大きく、かつ

北朝鮮の脅威があり、多元主義や民族主義に脅威を感じていなく、排他

的にならなかった。

・経済エリートたちは、政治に係らなく、経済成長のみを追求し、経済成

長が起きた。
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9.パターン3-1)：独裁的な政治制度、開放的な経済制度、韓国

・1979年、李承晩大統領は暗殺され、崔圭夏のクーデター政権を経て、

1980年、全斗煥(Chun Doo-hwan)大統領がクーデターで政権につく。

・このクーデターに中間層は参加しなかった。政府の弾圧、経済成長の結

果、中間層は非政治化

・1987年、盧泰愚(Roh Tae-woo)が大統領に選挙で選ばれる

・1992年、盧泰愚大統領は政治改革を行い、多元的民主主義制度を成立さ

せる。

・こうして、パターン1-1)の形態に変わり、社会・経済は西欧化し発展す

る。

・日本の明治維新直前も、同じような状態で、徳川幕府の政治的権力は強

力ではあったが、絶対的なものではなかったので、明治維新で薩長勢力

が打倒し、開放的な政治・経済制度を構築し、産業革命を起こして成功

したと主張
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10. 1-4)本国が開放的な政治・経済制度であったとしても、海

外植民地で独占的・収奪的な社会・経済制度を構築する。

（例：インドネシア）

・16世紀、ポルトガルがやってきて、西欧と接触する。（モロッカ諸島）

・当時、モロッカ諸島にはティドレ、テルナテ、バチャン、アンボンの独

立国があり、丁子などの香辛料が栽培されていた。特にバンダ島は、

メース、ナツメグなどの香辛料の唯一の産出地で、その交易で栄えてい

た。ジャワ島、マラッカを通じて、中国、インドと交易

・アチェ、バンテン、マラッカ、マカッサル、ペグー、ブルネイにも国家

があり、マラッカを貿易中継地として貿易が行われていた。

・1511年、ポルトガルはマラッカを占領し、交易拠点を築く

・1600年、オランダがやってきて、アンボン王と契約を結び、丁子の独占

交易権を入手

・1602年、オランダ東インド会社設立

・1605年、オランダ東インド会社は、ポルトガルの要塞を攻撃し、オラン

ダ人以外の全ての商人を排除。ティドレ、テルナテ、バチャンの支配者

たちと、丁子の栽培禁止とオランダ人以外に販売しないことを強制

10. 1-4)本国が開放的な政治・経済制度であったとしても、海

外植民地で独占的・収奪的な社会・経済制度を構築する。

（例：インドネシア）

・アンボンには中央集権的な国家があり、オランダ人が来る前までは、ア

ンボンでは、アンボン人が栽培した丁子のうち一定量を支配者に税金と

して納める制度があった。

・オランダがアンボンを支配し、世帯に栽培すべき丁子の木の数を割り当

て、さらにオランダ人のための強制労働を強要した。

・バンダ群島は、小都市国家に分かれ、階層的な社会構造も政治構造も無

かった。政治は住民集会で運営されていた。オランダ人が独占協定に無

理やりサインさせられる中央集権も、ナツメグやメースを貢納制度もな

かった。そのため、英国人、ポルトガル人、インド人、中国人の商人た

ちと競争せざるを得なかった。

・1618年、ジャカルタにオランダ東インド会社の本拠地を建設

・1621年、バンダ群島に遠征し、バンダ群島の住民のほぼ全員（15,000

人）を殺害し、土地をオランダ東インド会社の元社員及び現役社員であ

る68人のオランダ人に分譲し、生き残ったバンダ人と奴隷を使って、ナ

ツメグとメースのプランテーション農業を開始した。
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10. 1-4)本国が開放的な政治・経済制度であったとしても、海

外植民地で独占的・収奪的な社会・経済制度を構築する。

（例：インドネシア）

・オランダ人はこの方法をインドネシア全土に拡大させた。

・この住民を全員殺戮し、土地を奪うというニュースは地域に広がり、

1620年、ジャワ島にあったバッテンという国は、オランダ人がやってこ

ないことを願って国内の胡椒の木を全部切り倒した。

・同じような動きはフィリピンにも広がった。

・また、オランダ人を恐れ、海岸地域にあった都市を奥地に移動した国も

あった。（ビルマでは海岸地域のペグーにあった首都をアヴィアに移

す。）

・東南アジアでは、オランダ人をおそれ、交易をやめ、閉鎖的な社会・経

済制度に移行していった。

・ちなみに、オランダ東インド会社は、アンボン事件で、英国東インド会

社で働いていた日本人に罪をきせ、英国東インド会社の出張所を襲い、

社員を惨殺し、英国をインドネシアから排除している。英国は、オラン

ダに寛容で、英国東インド会社はインドネシアから手を引き、蘭東イン

ド会社のインドネシアでのスパイス独占を認めた。
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11. 1-3) 本国が開放的な政治・経済制度であり、海外植民地でも、

開放的な政治・経済制度を構築し、発展し続ける。（例：

オーストラリア）

・17世紀、英国は犯罪者を米国植民地に流刑

・しかし、1783年以降、米国は独立し、それが難しくなっていく。

・当初は西アフリカを検討したが、マラリアや黄熱病が猛威をふるう過酷な

「白人の墓場」へ送ることは世間が反対。

・そこでオーストラリアを流刑地に選ぶ

・1788、流刑者がシドニーに送られ、基地を建設。

・その流刑者の中に、Henry Cable, Susannah Cable夫妻がいた。

・Susannahは盗みの刑で米国に流刑されるはずだったが、米国が流刑者受け

入れを拒否するようになり、オーストラリアへの流刑に変わった。

Susannahは受刑者のHenryと恋に落ち、2人には息子もあった。オーストラ

リアへの流刑は家族の離散を意味していた。HenryはSusannahと共にオース

トラリアへの流刑を希望した。

・この話がLady Gadoganという慈善家の耳に入り、Cables一家が家族でオー

ストラリアに行けるようにし、かつ、オーストラリアで暮らす上で必要な

20ポンド分の品物も、オーストラリア到着後受け取れるようにした。
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11. 1-3) 本国が開放的な政治・経済制度であり、海外植民地で

も、開放的な政治・経済制度を構築し、発展し続ける。

（例：オーストラリア）

・しかし、船長が横領し、どこかで品物が失われたと主張した。

・英国の法律では、犯罪者には、いかなる権利も認めていなかった。従っ

て、夫婦は泣き寝入りするしかなかった。

・しかし、現地の法務官であるDavid Collinsに、船長の怠慢を告発する告

発状が送られ、David Collinsは、Cable夫妻を、犯罪者ではなく、オース

トラリアへの移民者として取り扱い、裁判が行われ、船長に15ポンドの

罰金を言い渡した。

・最初は、オーストラリアに送られた流刑者に義務労働が課せられ、賃金

は払われなく、生産した者は全て監視人が取り上げた。反抗者には鞭打

ちが課され、オーストラリアから1,600km離れたノーフォーク島への追

放も行われたが、このやり方はうまくいかなかった。

・オーストラリアでは受刑者しか何かのために働いてくれる人がいなかっ

たので、インセンティブを与えるしかなかった。

・オーストラリアにもアポリニジという先住民はいたが、人口密度が低く、

奴隷化できなかった。

11. 1-3) 本国が開放的な政治・経済制度であり、海外植民地で

も、開放的な政治・経済制度を構築し、発展し続ける。

（例：オーストラリア）

・受刑者は、果たすべき一定の仕事を終えれば、それ以外は自分のために

働いて生産したものを販売できるようにした。

・また、監視者の方も、ラム酒などを受刑者に独占的に販売することで儲

けようとした。

・やがて、受刑者に対して、仕事をすれば賃金を支払うようになった。そ

の方が受刑者がよく働いてくれた。

・受刑者が新たな事業を起こしたり、他の受刑者を雇って働かすことも認

めた。

・受刑者が刑を終えると、土地を与えることまでした。

・そちらの方がもうかることに気がついた。

・こうして、オーストラリアでは、本国の英国以上に開放的・包括的な社

会・経済制度が構築されていった。

・先のHenry Cableも成功者の一人で、1789年までにはホテル(Ramping 

Horse)を経営し、船を所有していて、1809年までには9ケ所、470エー

カーの農場を持ち、多くの店舗と家をシドニーに所有していた。
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12. 1-2) 開放的な政治・経済制度でも、パターン2-1)の、独占

的政治・経済制度に陥り、国家が崩壊あるいは停滞するこ

ともある。（例：ベニス）

・中世を通じ、一番裕福で栄えていた場所

・コメンダという、定住パートナーが資本を出し、移動パートナーが積荷

を持って交易に行くシステム。

・財産を持たない若い起業家は、定住パートナーから資本を出してもらい

ビジネスを行い、成功できた。

・2種類の契約方式があり、定住パートナーが100%資本を出し、利益の

75%を取り、残りの25%を移動パートナーが得るものと、定住パート

ナーが資本の2/3を、移動パートナーが1/3を出資し、利益を折半するも

の。

・このやり方でさまざまな商人が交易に参加できた。

・経済制度が開放的だったので、政治制度も開放的にならざるを得なかっ

た。

・ドルジェ（総督）が絶対権力を持たないように、全市民から選ばれる市

議会によって監視された。

12. 1-2) 開放的な政治・経済制度でも、パターン2-1)の、独占

的政治・経済制度に陥り、国家が崩壊あるいは停滞するこ

ともある。（例：ベニス）

・12世紀には行政とは独立して裁判所が設けられ、契約法や破産法などの

法整備も行われた。

・現在の銀行業のようなものも起きた。ベニスのこの両替商、為替業を銀

行・金融業の起源と述べている経営の教科書もある。

・1286年、憲法が改正され、市議会銀には貴族しかなれないように、政治

制度を独占的、閉鎖的にしてしまった。

・1310年には警官部門が設立され、貴族に反対する市民を弾圧した。

・次に、経済制度を独占的・閉鎖的にした。コメンダ契約が禁止され、交

易はベニスの所有になるガレー船団だけに限られ、ここに出資できるの

は貴族だけに限るようにした。

・フィレンツエ、ジェノバ(1378)などと交易を争い、打ち勝つが、スペイン、ポル

トガル、続く、英国、オランダの世界交易では地中海は主流にならなく、中継

地としての意義を失い、衰退していく。

・確かに、十字軍でビザンチンを攻めるといったことをしなく、ビザンチン帝国

が健全であったとしたら、もっと長く地中海の覇者でいられた可能性がある。
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13. 2-2) 独裁的な政治制度でも、資源の傾斜投入で経済発展を

達成できるが、経済制度が閉鎖的である限り、長続きしな

い。（例：ソ連）

・1917年、ロシア革命によりソ連邦成立

・1921年、国家計画員会が設立される。

・1927年、レーニンが書記長に就任。第一次5ケ年計画策定

・1928-1933年、第一次5ケ年計画

・農業から税を徴収し、それを工業に投資するのは、当時のソ連では農業

生産の効率が悪かったので有効ではなかった。スターリンは、農業から

税を徴収する代わりに集団化し、資源余剰を工業化に傾斜投資し、成功

した。

・ロシア帝国が産業革命導入に抵抗したせいで、当時、ソ連では重工業が

極めて遅れていたので、ここに資源を傾斜投入するだけで急成長を達成

できた。

・しかし、1970年で成長は止まってしまった。イノベーションがなく、イ

ンセンティブがないので、効率化が進まず、資本追加投入がない部門は

成長が停滞した。進展が見られたのは、膨大な資本を投下した軍事部門

や航空・宇宙開発だけ。



7/21/2015

49

13. 2-2) 独裁的な政治制度でも、資源の傾斜投入で経済発展を

達成できるが、経済制度が閉鎖的である限り、長続きしな

い。（例：ソ連）

・資本主義ではなかったので、アダム・スミスの主張する「市場の見えざ

る手」の調整メカニズムが機能しなかった。そのため、作り出される製

品に最適化が行われなく、ますます製品の進化が遅れた。

・例えば、資本主義でかつ開放された市場では、家電はますます洗練され、

使いやすくなり、価格も安くなっていくが、共産主義ではそんなことは

起きなく、新しい家電製品も生まれない。ソ連製の電気洗濯機や電気掃

除機、テレビなどは使いにくく、性能が悪く、故障しても修理部品が不

足し、修理できない。車の生産段数は少なく、高く、所有できるのは特

権共産党員のみ。

14. ちょっとしたきっかけが歴史の中で差を生む。

・黒死病

・1346、黒海のドン川河口にあるTanaの町に黒死病が中国からの交易商人

によってもたらされる

・1347、黒死病はコンスタンティノプールに広がる

・1348年春、フランス、北アフリカ、イタリアの付け根まで広がる

・1348年8月中旬、エドワードIII世は全英国の教会に、防止の祈祷をする

ことを命じるが黒死病は英国にも広がり、人口の半分を奪う。

・14世紀になるまでは、欧州は封建社会制度。ローマ帝国崩壊後、西欧で

成立

・王が国土を領有し、封建領主に領土を与え、代わりに封建領主は王に彼

の軍隊を提供する。封建領主は農民に土地を与える。農民は税金や無料

奉仕作業を封建領主に提供する。農民は農奴と呼ばれ、土地に縛られ、

領主の許可無く他に行けなかった。領主は土地の所有者だけではなく、

裁判官も裁判員、警察の役目も握っていた。極めて高度に独占的なシス

テムで、領収は農民を収奪した。
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14. ちょっとしたきっかけが歴史の中で差を生む。

・黒死病による人口撃滅を理由に、農奴領主に、無償労働の減少、税の減

少を要求し、西欧では多くの農民がそれを勝ち取ることができた。もし、

領主が要求を呑まなければ、彼らは逃げ出し、だれも耕作をする人がい

なくなった。

・政府側（国王と領主）でも、領主に無断で逃げ出した農奴を捉え、刑務

所に入れると言う命令をだし、実施したが、効果はなかった。領主への

奉仕労働を固定料金にし、黒死病蔓延前の水準に戻そうともしたが、効

果がなかった。領主のだれかが折れてしまうと、他の領主も倣ってし

まった。政府側が取り締まりを強化しようとして、1381年、Wat Tylerに

よる農民の反乱を引き起こしてしまう。Tylerと反乱農民のほとんどは

Londonで捉えられ処刑されてしまうが、領主に無料奉仕をさせることは

もうできなくなった。ロンドンでは、労働市場は領主の独占ではなくな

り、労働賃金は上がった。

・黒死病蔓延前のヨーロッパの東と西で人口動態や制度が違っていたわけ

ではなく、黒死病の被害も同じで、死亡率も同じくらいだったが、黒死

病蔓延後の西と東のヨーロッパの状況の差は大きく変わった。

14. ちょっとしたきっかけが歴史の中で差を生む。

・英国では、労働者の減少から、労働者は賃金値上げを要求し、領主側が

それを暴力で抑え込もうとすると反乱が起きた。そのため、労働者の減

少→賃金上昇、農民の権利拡大、都市人口の増大というメカニズムが機

能したが、東ヨーロッパではそのようには機能しなかった。

・東ヨーロッパでは、領主はさらに領土を広げ、西ヨーロッパよりも強

かった独占をさらに強めた。都市の発展は停滞し、都市人口が減って

いった。さらに、農民の領主への奉仕がさらに強化された。

・この傾向は1500年以降、西ヨーロッパが東ヨーロッパから小麦、ライ麦、

肉などの農産物を東ヨーロッパから輸入するようになるとさらに強まっ

た。

・アムステルダムに輸入されるライ麦の80%はエルベ川、Vistula川、Oder

川沿いで生産されたものだった。やがて、オランダ全土で取引される商

品の半分は東ヨーロッパからのものとなった。西ヨーロッパでの農産物

需要が高まると、東ヨーロッパの領主はますます農奴制を高め、農奴を

土地にしばりつけ、搾取した。これが第二農奴制と呼ばれるもので、領

主は生産物の半分を取り上げ、さまざまに農民を使役した。
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14. ちょっとしたきっかけが歴史の中で差を生む。

・ポーランドでは、1533年には、全ての労働には賃金が支払われていたが、

1600年には半分近くが無料奉仕にされた。

・東ドイツでは、1550年までは、無料奉仕は週一日だけだったが、1600年

には週3日に増やされた。

・ハンガリーでは領主が完全支配権を握り、1514年には週1日の無料奉仕

を領土の全員に強制した。1550年にはこれが週2日に増えている。そし

て16世紀末には3日に増えている。また、農奴は人口の90%にも達し、

その全てが農村地区に住んでいて、都市人口はわずかだった。

・1346年までは政治経済の制度に関し東西ヨーロッパの差はほとんど無

かったが、1600年には、西ヨーロッパの労働者は、領主には税金を支払

う必要はなく、領主が定めた税金や制度に従う必要がなかった。自由ゆ

えに、市場経済が発達していった。

・東ヨーロッパにも市場経済があり、農奴が農産物を貿易財として生産し

ていたが、市場取引は独占的で開放的なものではなかった。

・最初は小さな違いでしかなかった。東ヨーロッパの領主たちは少しばか

りよく組織化され団結していた。彼らはすこしばかり強い権威を持ち、

土地をすこしばかり総合的に支配した。都市や町は弱く小さく、農民は

組織化されていなかった。長い歴史の上では、ほんの小さな差でしかな

かった。

14. ちょっとしたきっかけが歴史の中で差を生む。

・黒死病が全てを変えてしまった。政治や経済の均衡を保っていたものに

ショックを与え、変えてしまった。こういったショックは両刃の剣で、

悲劇は、英国のように創造的破壊を引き起こしてさらなる飛躍の機会を

与えることにもなるし、東ヨーロッパのように第二農奴制を引き起こし、

さらに強い独占制度を作り出すことにもなる。

・歴史的な状況が、今ある政治経済的な制度の有り方を規定している部分

が大きい。
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14. ちょっとしたきっかけが歴史の中で差を生む。

・フランス革命

・1789年フランス革命で、フランスは封建制とそれに伴う全ての義務及び

献租を廃止、貴族と聖職者の特権の撤廃、職業の自由、身分の平等を打

ち出した。従て、ギルドをはじめとする職業上の制約も廃止された。

・内乱の後、ナポレオンが政治を掌握し、ナポレオン法を作成、ナポレオ

ンは欧州制圧を試み、それと共にフランス革命とその成果とも言うべき

ナポレオン法の導入を制圧地に強いる。

・ナポレオン及びフランスは最終的には負けてしまうが、フランス革命は

ヨーロッパ全土に広がる。

・フランスが一時的に占領した国では、封建制が廃止され、農奴が無くな

り、聖職者の特権が廃止され、ギルドが廃止、あるいは大きく力を弱め

られた。

・フランス軍が去った後、元の封建的な制度にもどった場所もあるが、多

くは完全には戻らなかった。

・こういったフランス革命の輸入を受けた国は、その後、開放的な政治・

経済制度を確立し、産業革命を受け入れ発達していった。
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14. ちょっとしたきっかけが歴史の中で差を生む。

・フランス革命

・しかし、フランスの支配を受けなかったオーストリア・ハンガリー帝国

やロシア帝国、フランスの支配が一時的で限定的だったポーランドやス

ペインなどでは、そういった制度に変われなく、さらに、産業革命を敵

対視し、その後の進歩に遅れた。

・ロシアやオーストリア帝国などでは、産業革命を危険視し、鉄道導入に

抵抗した。

・ロシアは、1853-1856年のクリミア戦争で、鉄道が無く、戦士や兵器の

運搬力が弱いことはロシアの国防の弱点であることを思い知らされる。
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15. 国家の崩壊、文明の崩壊のプロセス：マヤ文明

・マヤ文明もローマ帝国も、独占的な政治・経済制度が行き詰まり、独占

的な政治支配権を求めて内乱になり、国が亡びたと考えている。

・BC500年頃にマヤ初期都市文明が起きる。（前古典期マヤ文明）

・紀元1世紀にはこの第一マヤ古代都市文明は滅ぶ

注：前古典期マヤ文明は、BC900-AD250とされている。

・その後、古典期マヤ文明が起きるが600年以内に滅ぶ

注：古典期マヤ文明は、AD250-AD900とされている。

・古典期マヤ文明はAD800年に最盛期を迎える。

・古典期マヤ文明崩壊の理由にはいろんな説があるが、

－古典期後半の人骨に栄養失調の兆候が見られる

－森林伐採で土力が衰え、干ばつ、食料不足、疫病などから支配階級の権

威失墜、内乱が衰退の原因とする説が最も有力

・支配階級は、農民から貢物を集め、労働させ、モミュメントである巨大

な神殿建築を築いた。この収奪構造が完成した後、マヤ文明には技術進

歩が全く見られない。

15. 国家の崩壊、文明の崩壊のプロセス：マヤ文明

・記録から、大国がいくつか生まれ、小国が大国に従属したこと、大国の

間で紛争が起き（都市間の戦争）それが増えていったことが分かる。

・ローマ帝国末期に見られるように、せっかく建てられた寺院が、防壁建

設のために壊されているケースもある。（Petexbatun, Guatemala)

・モニュメントの外観が破壊されている遺跡もある。

・AD900-AD1524はマヤ後古典期

・小さな都市国家は成立してはいるが、統一的な国家は成立しなかった。

・やがて、スペイン人の侵略で植民地化された。
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15. 国家の崩壊、文明の崩壊のプロセス：ローマ帝国

・AD133、Tiberius Gracchusは政治改革を実施しようとして暗殺される。

貴族が元老院議員として、政治エリートとなり、政治独占を行っていた

が、それでもまだ開放的な部分があり、新貴族や軍人などで庶民に支持

されたローマ市民が元老院議員になったり、護民官になることができた。

・AD49、ジュリアス・シーザーが政治改革を起こそうとしたとして、暗

殺される。

・AD31、オクタビアヌスが政権を握り、帝国制になる。

・それまでは、共和制で一応、政治制度には開かれた部分もあったが、こ

れで完全に政治制度を皇帝、さらには皇帝を擁立した軍のグループ（近

衛兵団）のものとなった。

・土地が、国有地化、あるいは有力な貴族のものとなり、市民の土地も没

収されるようになった。農民は土地に縛り付けられ農奴化した。（農奴

化はcoloni, 農奴はcolonus)

・政治経済制度が独占化された後は、ローマ帝国は崩壊と滅亡に向かう。

・AD117-138のHadrian帝期のころに政治経済制度のエリートによる独占が

確立し、AD284-305のDiocletian帝期のことには、農奴制が確立

・AD365、Colonusは地主の許可なく自分の財産を売れなくなる。
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15. 国家の崩壊、文明の崩壊のプロセス：ローマ帝国

・農奴制が確立した後は、人々の移動が減り、商業活動が減少し、地方の

中央に対する離反が増加。

・皇帝選出の明確なルールがなかった。

・皇帝の支配での分割

・AD476、ゲルマン人の侵略で西ローマ帝国は滅ぶ。

・記念物が壊され、城壁建設に使われる。

・ローマ帝国が滅んだのは、政治独裁権をめぐる内紛
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16. 何故に英国に産業革命が生まれたのか

・Acemogulは、英国では王が絶対的な権力を持てなく、貴族と対立し、

貴族は議会を持って王と対峙できたこと、つまり、政治制度も経済制度

も独占的ではなかったことを挙げている。

・また、この制度は、革命などを経て確立し、持続したものであることを

説明している。

－1215、マグナカルタ

－1265、選出議会

－1553年に即位したジェームズ1世は、絶対王政を確立しようとしたが、

必ずしも成功しなかった。

－1623年、議会は専売条約を成立させ、王が勝手に国内で専売品を決めら

れないようにした。

－1649年、絶対王政をふりかざすチャールズ1世は、オリバー・クロム

ウェルによって処刑される。

－1660年、クロムウェルの死後、王政復活で王についたジェームズ2世も、

絶対王政を確立しようとし、さらに、カソリック化しようとして、名誉

革命を招く。
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16. 何故に英国に産業革命が生まれたのか

－1688年、名誉革命で王に向かい入れられたオレンジ公は、議会政治を認

めた。

－1760年、所有権法改正

・Morrisは、宋時代に中国で一種の産業革命が起きているが、それは王侯

貴族に属し、庶民化しなかったし、発明が発明を生むという連鎖反応を

起こさなく、王侯貴族とギルドに留まったことを挙げている。それに対

し、英国では、アダム・スミスの言う、見えざる神の手で、ブルジョワ

ジーによって需要が作り出され、供給が生まれ、さらに需要が発見され

るという増強ループが作り出され、産業革命が革命的に成立したと説明

している。

・Acemogulは、英国ではギルドが強くなかったこと、王侯貴族が、産業

革命を自分たちの脅威と見て排除まではしなかったこと、完全排除する

ほどの力や王侯貴族の意向統一ができなかったことを挙げている。例え

ば、オーストリアなどでは皇帝の意見一つで決められた。

Magna Carta 1215
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English Bill of Rights of 1689.

Q&A


