
5 月 11 日 

2018 年度商学部専門科目「経営史」 

第 3 回「大英帝国の成立とイギリス自立分散型生産システム」 

本日の目標 

前回は，経営史へのグローバル・ヒストリー的観点の取り込みの必要，イギリスにおける生産システムを

議論する前提としての大英帝国の成立を取り上げた。今回は，前回中途で終わった内容を引き継ぎ，産業

革命と大英帝国成立の関係を問う。その後にイギリスで成立した自立分散型生産システムを検討する。そ

の際，現在の日本で検討する意義を意識する。 

講義内容 

1 前回の復習 

 歴史的事実の記述に，グローバル・ヒストリーの観点の追加 

時間と空間の広がりという視点…モノの由来；カレーライスの誕生物語 

多様なあり方の受容 

チャンドラー・パラダイム 1 つに収れんした経営史にとって重要 

システムとして生産を把握 

 産業革命に関する議論 

「産業革命はあったのか」…イギリス産業革命の再考について 

2 本日の授業内容 

2.1 キーワード 

大英帝国/産業革命/経営的冒険家/自立分散型生産システム 

2.2 産業革命に先立つ大英帝国の成立 

2.2.1 イギリス名誉革命後の国政改革 

国家機構，特に(7)徴税機構の成立…オランダ財政学を生かした財政改革 

イギリス議会によるイギリス国債の保証＝国民国家の成立 

→戦費調達（資料 1；テキスト 30 頁図 2-2、資料 4）で軍事的優位の達成 

資料 1 

 

出所）中瀬（2016），30 頁。 



→世界制覇で植民地獲得…大英帝国の成立 

2.2.2 大英帝国成立の意義…生態環境上の隘路の解決（テキスト 28-29 頁） 

食糧，原料，エネルギーのいずれの源泉も土地で生育する植物性生産物 

 食料…三圃制の発展も土地は有限 

村の全耕地が三つの耕圃に分割され，一つは休閑地とされ，他の２耕圃にはそれぞれ春播き（大

麦，エンバクなど）あるいは秋播き（小麦，ライムギなど）の穀物などが植え付けられ，これら

が順次繰り返された）の実現（コトバンク，2016） 

 原料…毛織物工業；羊毛→羊のエサ（牧草），木造船；木材 

 エネルギー…馬；干し草，製鉄業；木炭 

  

大英帝国の成立で非ヨーロッパ産品の移入（資料 2） 

資料 2 

 

出所）山川（2014），153 頁。 

 

商業革命，生活革命の進行，経済発展・都市化 

・商業の発展→読み書き能力の向上 

・教育機会の増加（資料 3） 

資料 3 

識字率は 3 つの理由から 16 世紀と 17 世紀に向上した。第 1 に，読み書きの能力は商人，

貿易商，小売業者にとってはいつも欠かせないものであり，彼らは手紙で連絡したり，記録

や帳簿をつけなければならなかった。したがって都市化と製造業の成長それ自体がイギリス

の識字能力を高めたのである。第 2 の理由は，技術的なものである。すなわち，印刷機と活

版印刷が最終的に本の実質価格を 90％引き下げた。…現代のインターネットや電子メール

と同じように，最初はそれを無視できたが，ますます多くの人が読み書きできるようになる

と，交流の輪が広がり，読み書きの技能の価値は高まった。第 3 に，商業の拡大が引き起こ

した高賃金経済によって，多くのイギリス人は教育を受ける余裕を持つことができた。最上

位の階層の人にとって，それは家庭教師であったが，次第に大学にとって代わられた。他の

人たちにとって，教育は通学を意味し，16 世紀と 17 世紀には新しい学校が増えた。もっ

とも基本的な教育は村の学校であった。しばしば，生徒の授業料で 1 人の先生を支えるに過



ぎないような学校もあった。人々の賃金と所得が高い地域社会は，それらが低い地域社会よ

りも，このようなやり方で学校経営の資金を確保することが容易だった。（Allen，2009，

邦訳 298-299 頁） 

⇒(1)産業革命の発明，発見への下準備 

・イギリス国民に対する物欲の刺激 

アフタヌーン・ティーの始まり，インド・キャラコへのあこがれ 

⇒17 世紀後半以降の所得向上（資料 4；テキスト 34 頁「図 2-5」） 

資料 4 

 
出所）中瀬（2016），34 頁。 

・都市近郊の農村に対する刺激 

⇒食料生産性の向上，増産 

「囲い込み」で土地と農民の分離，労働力として工業へ 

 

◎イギリスに豊富な石炭の活用 

⇒エネルギー問題（蒸気力），原料問題（製鉄原料）の「解決」 

 

(2)奴隷貿易による資本蓄積 

・大西洋三角貿易：イギリス，アフリカ，西インド諸島間の貿易（資料 5；テキスト 31 頁「図

2-3」） 

資料 5 

 



出所）中瀬（2016）、31 頁。 

・重要な輸出品としての奴隷＝1500 万人の「強制移住」（資料 6） 

資料 6 

フランス人が到来する以前，カナダのヒューロン族は，くり抜いた切り株に熱した石で沸

かしたお湯を入れて調理していた。先住民たちは，フランス人毛皮商人のやかんに大いに

感銘を受け，もっとも大きな鍋をつくった者がフランスの王に違いないと考えたほどであ

った。ヨーロッパ製のやかん，斧，布を買うために，先住民たちは代わりに何か売るもの

を必要とした。彼らが自分たちの特産品を見つけたとき，彼らはそれらを輸出向けに生産

するために年間の労働時間を増大させた。北米地域では，その製品は毛皮であった。1680

年頃，ミクマク族のある人物はフランスのフランシスコ会士に次のような冗談を語った。

/「じつのところ，兄弟よ，ビーバーはあらゆることを完璧にするのだ。ビーバーはわれ

われにやかん，斧，剣，ナイフをつくり，われわれに大地を耕す手間をかけずに飲み物と

食べ物とを与えてくれるのだ」/西アフリカ諸国では地中海世界とアラブ世界に金を輸出

したが，16 世紀にそれよりもはるかに重要な輸出品が現れた。奴隷である。アメリカの

砂糖経済は大規模な労働需要を生んだが，労働者を外部から購入することがその需要をも

っとも安価に満たし得た。1526 年，新民をキリスト教に改宗させようとしたコンゴのア

フリカ人王アルフォンソ 1 世は，ポルトガル王ジョアン 3 世につぎのような不満を述べ

ている。「われわれの臣民の多くは貴殿の臣民がわが王国にもたらしたポルトガル商品を

熱心に求めている。節度を知らぬ欲を満たすために，われわれ臣民は他の自由な黒人の臣

民仲間を捕え」沿岸部で彼らを奴隷商人に「売らねばならぬのだ」と。（Allen，2011，

邦訳 132-133 頁） 

※特に，紅茶に重要な砂糖の供給地への労働力 

→イギリス議会内における西インド諸島の砂糖プランテーション地主（特権商人） 

・奴隷貿易の終えんへ 

イギリスのウィルバーフォースらの反対運動 

※ある名曲との関わり（DVD） 

(3)「自由主義帝国主義」への転換 

産業革命後に自由貿易による商品輸出，自由競争による価格（砂糖）低下の恩恵 

経済的植民地化（資料 7） 

資料 7 

自由貿易は輸出拡大を約束するものではなく，とりわけ輸入自由化は自国製品の国内

市場の縮小をもたらしかねないから，植民地政策の意図とは齟齬をきたすようにみえ

る。両者の関係は，どのように理解すればよいのか。この点を考える際に留意するべ

きは，植民地化を成功裏に進めるためには，戦争の遂行と勝利，植民地住民の反発の

鎮圧，植民地行政機構の整備など，コストがかかるということである。植民地政策の

主要目的は植民地の獲得ではなく原材料供給地と製品市場の確保であるから，それら

を最小のコストで獲得できれば，手段は自由貿易でもよいし軍事的征服でもよい。軍

事力を用いて征服しなくても，自国産業にとって原材料供給地や製品市場となれば，

その地は一種の植民地（経済的植民地）とみなしてよい。その意味で，自由貿易と植

民地化は，同じ目的をもった一連の経済政策であった。この政策は「自由貿易帝国主

義」と呼ばれている。（小田中・帆刈，2017，208 頁） 

→奴隷貿易禁止法（1807 年），奴隷制度廃止法（1833 年）へ 



2.3 イギリスにおける産業革命の進展 

2.3.1 インド・キャラコ（綿製品）の輸入代替工業化 

飛び杼による織布増産→綿糸不足⇒紡織機の発明（テキスト 36 頁，DVD2）…機械の需要→製鉄業

を刺激 

動力の発展 

水力から安価な石炭を活用する蒸気機関へ…エネルギー革命（テキスト 35 頁） 

◎石炭，綿工業を中核に，(4)ビジネス機会を捉えた経営的冒険家の登場 

2.3.2 経営的冒険家の登場とその試行錯誤 

たとえば，ボウルトン＝ウォット商会（1775 年設立） 

ボウルトン（バーミンガム出身）はグラスゴー大学から来たウォットと連携 

親の代からのバックル製造業から蒸気ポンプの製造へ 

(5)さまざまな熟練の統一と試行錯誤の繰り返し（テキスト 37 頁） 

※産業革命という社会的試行錯誤 

2.3.3 社会的試行錯誤の進展 

①紡績業以外の生産現場 

小規模生産，手労働（資料 8；テキスト 41 頁図 2-12，分業 

生産現場における，(6)内部請負制への依存（テキスト 39 頁） 

資料 8 

 

出所）中瀬（2016），41 頁。 

②流通面の整備 

専門的な流通業者の活躍で多様な需要への対応 

⇒市況変動への迅速な対応、危険の回避 

しかし，それは(7)市場との遮断へ （テキスト 42 頁） 

例外：一部の大企業（ウエッジウッド）による流通革新 

王室、貴族への売り込み⇒日用品の販売拡大へ 

③金融面からのサポート 

大英帝国時代からの商業発展の影響 

為替手形の決済、割引の円滑化による資金の供給 

シティの存在の大きさ 

工業金融面の充実 

敷地、建物、生産設備等の活用 



2.4 イギリス自立分散型生産システムに対する評価 

①社会的な試行錯誤の中での成立 

産業間，地域間の差異の存在…クラフツの異論（漸進的な産業革命） 

②現在でも存在する重要な生産システム 

(8)事業開始時の小規模生産，市場の「気まぐれ」への柔軟な対応 

…現代のイタリアモデル，東大阪の中小企業 

地域創生という現代的な課題への一つの答え 

企業と地域を中心とする循環の実現 

地域内部での分業…ヒト，モノ，カネ，情報，環境 

③なぜイギリスで大量生産，大量販売体制は成立しなかったのか 

・新技術採用にあたっての躊躇…新技術開発における(9)経験主義への「盲信」 

大量生産，大量販売体制に求められる高度な計画性 

・経営者の社会的地位の低さと「ジェントルマン」という究極の目標の存在 

・イギリス工場制生産の性格 

綿工業，製鉄業を中核 

イギリスを含む多様な欧州市場の存在（テキスト 48-49 頁） 
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次回のキーワード 

アメリカ独立戦争/アメリカ型産業革命/ビッグビジネス/大衆市場 


	2018年度商学部専門科目「経営史」
	第3回「大英帝国の成立とイギリス自立分散型生産システム」
	本日の目標
	講義内容
	1　前回の復習
	2　本日の授業内容
	2.1　キーワード
	2.2　産業革命に先立つ大英帝国の成立
	2.2.1　イギリス名誉革命後の国政改革
	2.2.2　大英帝国成立の意義…生態環境上の隘路の解決（テキスト28-29頁）

	2.3　イギリスにおける産業革命の進展
	2.3.1　インド・キャラコ（綿製品）の輸入代替工業化
	2.3.2　経営的冒険家の登場とその試行錯誤
	2.3.3　社会的試行錯誤の進展

	2.4　イギリス自立分散型生産システムに対する評価
	①社会的な試行錯誤の中での成立
	②現在でも存在する重要な生産システム
	③なぜイギリスで大量生産，大量販売体制は成立しなかったのか


	参考文献
	次回のキーワード


