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現在、アメリカを先頭に情報通信ほかの技術革新が進行し、経済社会

全体のシステムをふくめて産業構造が大きく変わろうとしている。実は

それに匹敵する変革が、1870年ごろから第一次大戦直前にあたる1913年

までの期間に、ドイツとアメリカを中心にしておこった。すなわちこの

期間にはじめて科学と工業が結びついて、鉄鋼業ほかが飛躍的発展をと
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げただけでなく電気機器、化学の中の有機合成化学、自動車など新産業

が誕生し、エネルギー･動力源として新しく石油と電力が利用されるよう

になり、独占的大企業が主体となる産業構造になった。つまり現代の産

業構造が誕生したのであり、それ以前のイギリスを中心にしておこった

工業化第一段階が、綿織物、製鉄、機械器具工業と石炭、蒸気力利用の

小企業主体の構造であったのにたいし、質的にも大きく異なる段階に

入ったのである。その意味で、この1870―1913年におこった変革は工業

化第二段階への発展過程とよべるものであった。それにたいし現在進行

中の情報通信ほかの技術革新が浸透し持続すれば、経済は工業化第三段

階もしくはそれに代る新段階へ発展していくことになる 1）。

ところがこの第二段階の研究となると、従来は独占的大企業の発展に

関心が向けられて、独占資本主義の段階として扱われることが多かった。

新産業がどのようにして生まれ、また鉄鋼業ほかがどうして飛躍的発展

をとげたのか、の解明が取りあげられることは少なかったのである。本

稿はこの点に焦点を合わせ、少ない先行研究をもとに、第二段階への発

展過程を明らかにしようとするものである。またそのような分析がなさ

れたときでも、従来ドイツとアメリカと区別せずに説明されることが多

かったが、本稿ではそれぞれの過程を明らかにすることとする。なぜな

らそれらの発展はそれぞれ異なる条件から出発したものだからである。

以下ではまず1章で、1870―1913年における工業化第二段階への発展

がどのようなものか概観する。2章で、ドイツにおける新産業誕生をふく

む第二段階への発展過程を技術面を中心に詳しくみる。3章で、アメリカ

における同様の発展過程を明らかにする。最後に4章で、両国にそのよう

な発展をもたらした要因を市場、資源、制度面に分けてまとめる｡

1 1870―1913年における工業化第二段階への発展

イギリスが1770/80年から工業化第一段階に入りそれを1850年ごろに

完成し、またフランスも1830年ごろから工業化第一段階に入ったのにた

いし、ドイツとアメリカは遅れて1840/50年にその段階に入った。しかし
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両国は、その後1870―1913年に工業を飛躍的に発展させ、新たな段階つ

まり第二段階に入っていった。それをまず概観しておこう。

工業生産は、この1870―1913年の期間に年率でイギリス2.1%、フラン

ス3.1%と伸びたのにたいし、ドイツ4.1%、アメリカ4.7％と、ドイツとア

メリカで急増した。そのけっか世界工業生産に占めるシェアでも、1870

年から1913年の間にイギリスが32から14%へ低下したのにたいし、ドイ

ツ13から16%へ、アメリカにいたっては23から36%へ躍進したのであっ

た。1人あたり工業生産高でみた工業生産性も、この間に年率でイギリス

0.6%にたいし、ドイツ2.5%、アメリカ1.5%と上昇した 2）。

これを反映して、実質GDPでみた経済成長率にも大きな較差が生じた。

この期間の年率成長率は、イギリス1.9%、フランス1.6%にたいし、ドイ

ツ2.8%、アメリカ3.9%と両国がイギリス、フランスを凌駕した。世界の

GDPに占めるシェアも、1870年から1913年の間にイギリスが9から8%へ

低下したのにたいし、ドイツが4から6%へ、アメリカが9から20%へ急上

昇した 3）。

この間一本調子で工業生産と経済（国内総生産）が成長したわけでは

なかった。ドイツの場合、1870―74年の起業ブームによる急拡大のあと

過剰供給におちいり、1875―80年には、工業生産はマイナス成長になら

なかったものの経済はマイナス成長となった。その後再び旧来のテンポ

で成長をとげたあと、1896年以降に工業生産、経済の両面で新たな飛躍

局面を迎えた。経済の高成長の原因は、鉄道をふくむ社会資本と新産業

をふくむ工業の急成長によるものであった 4）。アメリカの場合は一貫した

成長経路をたどったが、1870年ごろから1882年ごろの間と1894―1903年

に高成長をとげ、工業生産はいずれの期間でもそれを上回るテンポで増

加した。経済の高成長は、前の期間については鉄道建設、後の期間につ

いては公益事業の拡大と市街鉄道の建設によるものであった 5）。

ドイツの工業生産の急増は、イギリスで勃興し波及した工業化第一段

階の繊維工業に加え、第一段階の製鉄、機械器具工業から鉄鋼業、機械

工業への発展、それに発電機やモーターを製造する電気機器工業の誕生、

1870－1913年における工業化第二段階への発展過程
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それまでの化学工業に加えての人工染料など有機合成化学工業の誕生な

どに負うものであった 6）。アメリカの工業生産急増は、工業化第一段階の

繊維工業、木材･食品加工業に加え、第一段階の製鉄、機械器具工業から

鉄鋼業、機械工業への発展、それに電気機器工業と自動車工業の誕生な

どに負うものであった 7）。これらの発展は、科学と工業が結びついて工業

化が科学的に追求された結果でもあった｡

そのけっか鉄鋼の生産では、鋼鉄生産でドイツが1893年にイギリスの

それを凌駕し、銑鉄生産でも1903年にイギリスを追い抜いたが、アメリ

カも1890年に銑鉄、鋼鉄の双方でイギリスを追い抜いて世界一となった。

化学工業の中の新しい有機合成化学をとると、人工染料でドイツが1870

年代に世界の半分、1900年代には世界の90%を占めるまでになった。電

気機器工業は、1900―1905年以降に急拡大したものだが、アメリカが世

界一それにわずかに足りずドイツが二位となり、ドイツの規模はイギリ

スのそれの2倍にまでなった。自動車工業はヨーロッパではじまったが、

産業として急拡大したのは1910年からのアメリカにおいてであった 8）。

その一方工業化第一段階ではじまった株式会社制度が発展し、この期

間にはドイツでもアメリカでも企業が大規模化し、とくに大規模資本が

必要な鉄鋼、電気機器、化学でそれが顕著となった 9）。ドイツとイギリス

の比較を銑鉄生産規模でみると、ドイツの中位企業の生産規模（1903年）

はイギリスのそれ（1900年）の4倍に達した 10）。アメリカとイギリスの

比較を1905年における全工業の巨大企業50社の平均資本規模でみると、

アメリカの平均資本規模はイギリスのそれの3.5倍となった 11）。

それとともにドイツでもアメリカでも企業連合ないし合同が進んだ。

ドイツの場合、企業間で価格、生産、販売などについて協定する企業連

合形態のカルテルが、1905年には385団体結成されこれに1万2000社が参

加し、その規模は全ドイツの蒸気力と電力の半分以上を占めるほどと

なった 12）。カルテルの中でも共同販売まで行なう企業合同的な形態はシ

ンジケートと呼ばれた。ほかに財閥ないし企業集団のコンツェルンなど

も発達した。アメリカの場合は、企業連合としては企業間で協定する
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プールが結成されたが、さらに企業合同の形態として、参加企業がその

株式を信託してトラスト証券を受け取るトラストや、ある会社が他の会

社の株式を所有して多数の会社を支配する持株会社が発達した。

こうして各工業とも、独占的大企業に資本と生産が集中する市場構造

になった。1900年以降ドイツでは鉄鋼のクルップ、電気機器のジーメン

スとAEG、化学のBASFとヘキストが、アメリカでは鉄鋼のUSスティー

ル、機械のインターナショナル・ハーベスター、電気機器のジェネラ

ル・エレクトリック、自動車のフォード、石油のスタンダード石油など

が市場を支配するようになった。

以上1870―1913年におこったことを要約するとつぎの4点になる。第1

に、それまでのイギリスに代わって、ドイツ、アメリカが工業生産を飛

躍的に伸ばして経済成長を加速させたこと。第2に、工業躍進の中身とし

て、鉄鋼業や機械工業の発展とともに、新たに電気機器、有機合成化学、

自動車といった新産業が誕生したこと。第3に、その背後で大企業とカル

テル、トラストなど企業連合･合同が発展したこと。第4に、第2の点と

関連するが、エネルギー･動力源として石炭と蒸気力にたいし新たに石油、

電力、内燃機関が登場したこと。以上の意味で、1870―1913年の発展は

まさに工業化（産業革命）の第二段階とよぶにふさわしいものであった。

それでは、鉄鋼業ほかの発展と電気機器ほかの新産業の誕生、その背

後の大企業と企業連合･合同の発展は、どのような発展過程をたどってな

しとげられたのであろうか。それを次章以下でみたい。

2 ドイツにおける第二段階への発展過程

A 鉄鋼業ほかの発展と新産業の誕生

ドイツをふくむヨーロッパ大陸諸国は、工業化のキャッチアップのた

めに蒸気機関、紡績機、溶鉱炉、鉄道などイギリスで成功したすべての

技術を導入した。しかし導入の成果はイギリスでのそれと違うことが多

かった。工業化はドイツでも繊維工業からはじまったが、紡績の分野で

はイギリスとの競争に勝てず、織布と完成品仕上げに活路を見出すとと

1870－1913年における工業化第二段階への発展過程
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もに独自の技術開発に努力を傾けた。また他の分野でもイギリスの技術

の代替手段を探った 13）。

鉄鋼業

石炭から得られるコークスを燃料とするコ－クス溶鉱法によって銑鉄

を大量生産するとともに、それを――用途によってさらに錬鉄にし――

加工するところの製鉄･鉄機器工業が、18世紀末にイギリスで勃興した

（鉄工業とよばれた）。銑鉄生産は19世紀半ばには鉄道建設や海外からの

需要を得て急増した。しかし鋼鉄は銑鉄はもちろん錬鉄にたいしても強

度･耐久性でまさりその用途が広かったので、1856年にイギリスで鋼鉄の

コスト切り下げにつながる大量生産法のベッセマー法が開発されると、

鋼鉄をつくりそれを加工する工業が並行しておこった。こうして1870年

ごろにはイギリスの製鉄業は大鉄鋼業へ発展していた｡

ところがドイツでは、銑鉄生産にイギリスのコークス溶鉱法でなく旧

来の木炭溶鉱法が長い間用いられていた。それは、コークス溶鉱法が

ヨーロッパ大陸の鉄鉱石や石炭にはうまく適合していず石炭のコストも

高かったこと、また旧来の方法のほうが価格はやや高くても品質のよい

銑鉄を生産できたからである。ドイツでコークス溶鉱法が普及するのは、

鉄道建設と工業化で銑鉄生産需要が急増した19世紀半ばになってからで

あった。他方1870年以降大量の鋼鉄生産が必要となったときも、その製

法としてイギリスの1856年開発のベッセマー法は、イギリスの鉄鉱石に

はたまたま適合してよかったが、リン含有度の高いヨーロッパ大陸の鉄

鉱石に適合しなかったので普及しなかった 14）。

鋼鉄生産にかんしては、イギリスのシーメンスとフランスのマルタン

が、ベッセマー法の欠点を改良するために、1864年にくず鉄と品質の劣

る石炭を利用するシーメンス＝マルタン法を開発した。この製法のほう

はイギリスばかりでなくヨーロッパ大陸でも普及するようになった。し

かしドイツで鋼鉄の急速な生産拡張が可能となったのは、成分に問題が

あったヨーロッパ大陸の鉄鉱石に適合したトーマス法を、イギリスから

特許取得してからであった。この製法はイギリスのトーマスほかが研究
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を重ねて1879年に開発した画期的な大量生産法であり、鉄鉱石との不適

合の問題がなかったイギリスでは普及しなかったが、その問題があった

ヨーロッパ大陸の各地で以後広範に採用された。同じころドイツ西部に

新しく採掘されたルール炭田の石炭が、コークスになる高品質石炭で

あったことも、ドイツでのこの製法の普及を助けた。こうしてドイツの

鉄鋼業も急速な発展をとげることになった 15）。

新しく生産された鋼鉄は、技術の改良に加えて特化と工場規模拡大に

よりコストが切り下げられたので競争力にまさった。その鋼鉄はドイツ

でさらに急拡大した鉄道建設に大量に利用され、ドイツの鉄道レールは

1870年代に銑鉄から鋼鉄に全面転換されるほどになった。こうした較差

は前段階の銑鉄生産工程にもおよび、ドイツの鉄鋼企業は銑鉄生産工程

を垂直統合しかつそれを大規模化したが、それは広範な機械化と自動化、

作業組織の合理化と製品種の統一化を促した 16）。これらのけっかドイツ

の鉄鋼業はイギリスのそれを凌駕することになった。

機械工業

イギリスで実用化された機械はたしかに進んでいたが、ヨーロッパ大

陸でそのまま使われることはほとんどなく、実践をとおしての学習に

よっていろいろな工夫が加えられて発展した。そういう中で19世紀半ば

のアメリカで発達した機械器具とくにミシンの開発が、この分野に重要

なインパクトを与えた。これらが家庭と工業の双方に多様に用いられて

機械のあり方を変えるとともに、この原理を応用した機械化が機械工業、

とくに機械を製造する工作機械工業を発展させたからである 17）。

工作機械工業のアメリカに先導された新たな発展についてはアメリカ

のところで詳しくのべるが、ヨーロッパでそれをいち早く取り入れ技術

改良を加えたのはドイツであった。そのけっか1900年ごろには、ドイツ

を先頭にヨーロッパでも最先端の工作機械が製造されるにいたった 18）。

またアメリカで発達した部品を互換可能とする互換性部品方式――これ

もアメリカのところで詳しくのべる――も、ドイツは早くから導入し機

械工業にかぎらず多くの分野で採用した。さらに互換性部品方式に不可

1870－1913年における工業化第二段階への発展過程
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欠の部品規格化についても、アメリカで1880年代に採用された法的強制

化をドイツは導入した 19）。

電気機器工業

19世紀の幕開けのころには電気は科学者の好奇心の的でしかなかった

が、オームによる電気回路法則の定式化（1827）、ファラデーの電磁誘導

の発見（1831）など、イギリスを中心としてヨーロッパとアメリカの各

地で、科学的研究や実験が積み重ねられていた 20)。その一方、イギリス

やベルギーのような石炭と蒸気力の確立した国以外の国々では、その実

用化への強い固執がみられた。その先頭に立ったのが次章で説明するよ

うにアメリカであった 21）。

電気事業が成り立つには、コスト切り下げのために集中的発電･配電の

開発が不可欠であったが、それが1880―90年代に開発された。発電のほ

うは1866―70年の直流発電機の発明、1880年代の交流発電機と変圧器の

開発、蒸気タービンの発電機への導入によって、また配電のほうは流す

電流の交流電気への統一によって達成されたのである。電気利用の実用

化はまず通信分野ではじまったが、広範な需要を得ることになったのは、

1870年代終わりにアメリカで電燈の商業化が達成されてからであった。

他方電力の新しい用途が、ヨーロッパでも電気鉄道、電気化学工業（電

解法）、電気冶金工業（電気炉）、モーターとその工業全般での利用へと

拡がっていった。とくにモーターによる電力の動力としての利用は、ア

メリカのところで説明するように、分別化された動力を個々の工程ごと

に使うことができるようになるため、工業全体を大きく変えることにな

る。しかし電力の動力としての利用はなかなか進まず、1911年でも、産

業用の動力の蒸気力依存度はまだきわめて高い状態であった 22）。

ヨーロッパで最初の一般向け発電がはじまったのは1881年のイギリス

であったが、ヨーロッパ大陸では、それぞれの資源条件に対応した形で

火力と水力の両方の発電が選ばれるとともに、長距離送電と地域的規模

での配電網によって一般家庭から農業･工業の諸企業まで利用できる配電

方式が進められた。これで多様化と規模の経済が追究されたのであるが、
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この方面でもドイツがヨーロッパの先頭を走った 23)。ジーメンスが発電

機を実用化し、電燈･電力などの技術体系を発展させたが、1883年にはド

イツ・エジソン社も設立されて87年にAEGに改組され、このニ大企業が

牽引役をになったのである 24）。

こうして1900―1910年にドイツの電気機器工業は大きく発展し、電力

消費量でみて第一次大戦前ではイギリスのほうがまだ上であったが、そ

の後10年でドイツはイギリスを大きく引き離すにいたった 25）。イギリス

の電化が遅れたのは、電燈については石炭ガスによるガス燈事業が効率

的であったし、動力については安価な石炭と蒸気力が存在し、工場も蒸

気力で全体を動かすシステムが確立されてしまっていたためである 26）。

自動車工業

馬車を馬の代わりに蒸気力を用いて走らせる蒸気車は、イギリスから

はじまってヨーロッパ各地とアメリカに広まったが、19世紀半ばには電

気車も発明された。これらも自動車に違いなかったが、自動車が本格的

に発達したのはガソリン･エンジンが発明されてからである。

エンジンとなる内燃機関は、1859年にフランスのルノワールがガスと

空気の混合物を燃料とした発動機を発明したのに続き、1876年にドイツ

のオットーが初の実用的ガス機関を発明して普及した。この内燃機関は、

4行程サイクルを利用したシリンダー内の混合気を点火の前に圧縮するも

ので、蒸気力より燃料の補給が容易で、燃料のガスが他の工程――コー

クス製造や製鉄――から得られ経済的であった。しかし燃料がガス供給

源に縛りつけられているかぎり動かせず、運輸の動力としては不適当で

あったので、ヨーロッパ各地でそれを解決する試みがなされ、石油とそ

れから得られるガソリンを利用する内燃機関が発明された 27）。

初期のガソリン･エンジンは実用には遅すぎたが、ダイムラーが1886年

に高速エンジンを開発したことで商業化に道が開かれた。自動車は、イ

ギリスで発明され普及していた自転車をフランスの発明家がアメリカの

工作機械を利用して改造し、ガソリン・エンジンを取り付けたところに

はじまる 28）。それをドイツでダイムラーやベンツが改良して自動車が誕
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生した 29）。工作機械から精巧な自転車を経て自動車の製造にいたる技術

上の発展経路については発展が著しかったアメリカのところでのべる。

自動車製造は、基本的には顧客注文による部品組み立てつまりアセンブ

リ業であったが、徐々に標準化されていった 30）。ヨーロッパではドイツ

とフランスで自動車工業がおこったが、生産台数が増えたのはイギリス

のほうであった。しかし自動車工業が本格的に発展したのは、自動車を

大衆向けのものとしたアメリカにおいてであった。

化学工業

化学工業は、それまで硫酸とソーダの製造を中心とするものであった

が、この時期にソーダ製造におけるソルヴェー法と有機合成化学の誕生

という技術革新を加え大きく変化した。

ソーダは繊維の漂白剤、石鹸、製紙のさらし粉などに用いられるが、

その生産はイギリスが中心で、その製法であるルヴラン法は塩素ほか廃

泥の悪臭汚染という問題を抱えていた。それにたいし、より安価な原材

料使用と副産物利用を目的としたソルヴェー法が開発されると、フラン

スついでドイツがそれを採用して生産を急増させ、1913年にはドイツと

イギリスの地位が逆転するほどになった 31）。

新しい有機合成化学については、まず合成染料の分野で基礎となる理

論化や実験が、1820―60年代にフランス人、ドイツ人、イギリス人の手

でなされていた。そういう中でコークスをつくるときの副産物コール

タールの分析から、1856年にイギリスのパーキンが偶然に葵
あおい

の色素アニ

リンの合成法を発見し、以来いろいろな色に試みが拡がった。最後に、

イギリスのパーキンとドイツのグレーべ、リーバーマンが茜
あかね

の赤色色素

アリザリンを合成することに成功し、ドイツのバイヤーが青色色素イン

ディゴの合成に成功したことで、人工染料工業が誕生した 32）。ドイツは、

繊維の完成品仕上げ用に天然染料が得られなかったので人工染料の技術

開発に努力を傾けていたが、それがこういう形で実現したのである 33）。

その後ドイツでは、さらなる研究開発により工業化が一気になされて

染料生産が急増し、BASF、ヘキスト、AGFAなどの大企業が出現して、
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1870年代末からは世界の人工染料生産を独占するまでに成長した 34）。そ

の意味でこれは特定目的のための研究開発の第一歩であった。それにた

いするコミットが、人工染料の科学的原理の応用余地が非常に広かった

ために、医薬品、写真材料、人造繊維、初期のプラスティック、新しい

爆薬と絶えまない新製品の創造へとつながり 35）、20世紀に有機合成化学

工業を本格的に発展させることになったのである｡

B 大企業と企業連合･合同の発展

ドイツでも、19世紀半ばまでは普通の企業は中規模市場を対象として

いた。しかし工業化の本格的展開とともにそのうちのいくつかが、後に

前方･後方の関連製品を統合して生産する垂直統合を進めて、大規模化･

多角化した。垂直統合がなされたのは副産物の利用、燃料の節約などの

メリットが得られたからである 36）。鉄鋼業の場合銑鉄生産から延べ棒製

造までのすべてを生産する企業になっていった。

その一方で同一製品の生産を統合する水平統合も進んだ。また水平統

合のゆるい形態である企業連合として、カルテルが形成された。それは

1873―95年の価格下落期に価格協定の目的ではじまったものであるが、

後に実効あるものにするために生産量割り当てに変わり、さらに95年か

ら価格が回復すると今度はマーケティングや販売網を共同化するシンジ

ケートに発展した。ドイツのカルテル数は、1875年の4つからカルテル

が合法化された1897年直前までに205に増え、それから1905年には385

に達してその後さらに増加した。カルテルは電気機器工業のようにヨー

ロッパ諸国間で国際的にも形成された。国際カルテルの代替手段として

外国での工場建設も展開された。ドイツの企業も外国での工場建設を進

めたが、1890年代にはドイツにもアメリカの多くの企業が進出した 37）。

ドイツでの大企業の発展には次の2つの要因も働いていた。1つは金融

面であり、新産業の場合資金調達を銀行に頼らざるを得なかったことで

ある。1880年以降は中規模の化学会社でも株式発行を地元の銀行に依存

した。全国レベルで展開している社会資本整備や産業にたいする投資は、
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投資銀行と商業銀行の両機能をあわせもつ総合銀行によって引受けられ

た。これらの銀行は企業の金融面を独占し企業戦略にも影響力を行使し

た。もう1つの要因はマーケティングであった。重機械工業の場合は設計、

金融、サービスで顧客のニーズに合わせるため、化学工業の場合には顧

客に科学的優位性･特徴を理解してもらうため、専門的知識をもつマーケ

ティング･スタッフが重要となったからである。化学ではとくにこの傾向

が強かった 38）。

3 アメリカにおける第二段階への発展過程

A 鉄鋼業ほかの発展と新産業の誕生

アメリカにも、工業化のキャッチアップのために蒸気機関、紡績機、

溶鉱炉、鉄道などイギリスで成功したすべての技術が伝わったが、19世

紀半ばまでは工業化は緩慢にしか進まなかった。繊維工業でも工場の機

械は主として木製であり水力で動かされた。それはこちらのほうが資源

条件からアメリカではコストが低かったからである。工場制が普及し、

工場が次第に蒸気によって動かされ金属機械が使用されるようになった

のは、1840年以降である 39）。

鉄鋼業

ドイツの場合と同様に、イギリスで実用化された銑鉄製法のコークス

溶鉱法は、アメリカでもなかなか普及しなかった。それは、木材が豊富

でイギリスにおけるような木炭の枯渇という問題が生じなかったし、農

具製造の時代には、それに用いる銑鉄の品質がコークス溶鉱法では劣る

ために好まれなかったためである。コークス溶鉱法が広範に普及したの

は1850年代になってからで、それは鉄道レールや建築用鉄材の需要が急

増し、他方西部でも良質の炭田が採掘されてコークスの品質がよくなっ

たからであった 40）。

アメリカの鋼鉄生産が一気にはじまったのは、1870年にイギリスから

ベッセマー法が導入されてからで、これで鉄道レールの大量供給が可能

となった。これとともに前段階の銑鉄生産工程も統合されて大規模化さ
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れた。しかしアメリカの鉄鉱石もリン含有度の高いものがあり、ベッセ

マー法がすべての鉄鉱石に適合したわけではなかったため、ベッセマー

法の欠点を改良したシーメンス＝マルタン法に徐々にとって代わられ、

20世紀初めに鋼鉄製法としてはこちらのほうが主流となった 41）。

機械工業

製鉄技術の発達とともに1840年代からは、農機具、車輪･機関車などの

運輸機械、刈入れ機･刈取り機などの農業機械が小さな仕事場から大規模

に工場で製造されるようになり、機械器具工業がおこった。そのような

中から工作機械を製造する業者に転化するものが現れた。それは、工業

全般の機械化が進むとともに、機械器具を製造する工作機械への需要が

高まったためである 42）。こうして19世紀半ばのアメリカには600もの工

作機械製造企業が存立するまでになっていた 43）。

このような工作機械工業の発展の背景には、アメリカで機械器具を製

造･修理するうえで発展した2つの工夫があった。それは、部品を互換可

能とする互換性部品方式と部品組み立てを単純操作化したアセンブリラ

イン法であった。これらが工夫されたのは、アメリカでは次章で言及す

るように標準化された製品と部品が求められ、互換可能な部品とその組

み立ての単純操作化が求められたためである。互換性部品方式は1790年

代に兵器製造ではじめて採用され、19世紀前半に火器、時計、さらにシ

ンガー社のミシンに用いられた。もう1つのアセンブリラインの原初形態

は1780年代に小麦工場に用いられたが、1850年には、農業機械のマコー

ミック社が刈入れ機製造工場で互換性部品方式とアセンブリライン法の2

つを用いた 44)。部品を互換可能とするには部品の高度な標準化とその製

造の精密化が必要となるので、精巧な工作機械が求められ、そのけっか

工作機械工業が発展したのである。

工作機械に求められた機能は、回転、穴あけ、成型、切削、研磨など

であるが、1850年にはこれら基本工作機械の効率性が向上して、イギリ

スより特殊化した工作機械までもつにいたった 45）。その後も工作機械と

一般機械および工業全般との間の相互刺激型の技術革新が続き 46）、1870
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年代になると、ミシンなどの耐久消費財の需要に対応する形で、研削の

ためのタレット旋盤とフライス盤で新型機械が実用化され普及した。さ

らに機械の性能を改善する努力から、1880年代にボールベアリング、

ローラーベアリングも開発された 47）。この研削技術の進歩と軽くて硬い

合金鋼の使用によって、さらに複雑で精巧な部品を製造できるように

なった。他方互換性部品方式を可能とする部品の規格化も、1880年代に

法的に強制された 48）。

これらの発達が最終的に精巧な自転車製造を経てついには自動車製造

につながったことはすでにのべたが、アメリカの自動車工業のところで

もう一度とりあげたい。

電気機器工業

電気機器工業が生まれた全体の経緯はドイツのところでのべたので、

ここではアメリカでのより詳しい発展過程をみることにする。

電気利用の実用化はまず通信分野で普及したが、1870年代終わりのエ

ジソンとウェスティングハウスの開発により、電燈の商業化が達成され

た。エジソンの電燈開発は目的をもった研究開発の第一歩であり、後に

1920年代のアメリカ企業の研究開発に引きつがれた。発電にはコスト切

り下げのために集中化が不可欠だが、それは、イギリスのパーキンスが

発明した蒸気タービンを特許取得したウェスティングハウスが、大規模

発電設備に採用したことで実現した。安価な配電網を設置するには、標

準化、とくにエジソンが好んだ直流電気とウェスティングハウスが推し

た交流電気のいずれを流すかの争いに、合意が成立する必要があった。

それは1880年代終わりにエジソンが折れて実現し、1892年にはエジソン

社はジェネラル・エレクトリックに統合された。こうなったのは、多相

交流モーターの発明と、直流発電機でも相手方の標準に変換できる回転

交流機の発明という技術開発があったからであった。この道が開かれる

と発電コストの低い水力発電も多用されるようになった 49）。

しかし電力を動力として利用するのは遅れた。この普及には電力価格

の急速な低下とともに、電力を動力として用いる工場の再編と動力伝達
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の技術が必要だったからである。1885年から1904年まで製造業で用いら

れた総馬力量の4分の3はまだ蒸気力によっており、電力利用の真価が工

業で認められたのは1905年以降であった。モーターの小型化で分別化さ

れた動力を個々の工程ごとに使う方法が普及し、アメリカでは広い地域

にわたって工場単位の規模が非常に多様化されていたので、その方法が

大きな成果をあげたからである 50）。そのけっか1905年から1914年にかけ

てアメリカでも電気供給事業が急速に発展した 51）が、製造業での動力に

占める電力依存度が2分の1に達したのは、1920年代初めになってからで

ある 52）。

自動車工業

すでにドイツのところでのべたように、ガソリン車はもともとドイツ

とフランスで生まれたものだが、自動車を大衆向けの商品として一大産

業に発展させたのはアメリカである。初期の自動車の燃料はまだ試行錯

誤過程にあり、1900年に製造された自動車のうち4：3.5：2.5の比で蒸気、

電気、ガソリン車であった。しかしガソリン車は、燃料補給の容易さ、

技術改良により軽量小型化と出力向上が実現したこと、始動の簡便さな

どでまさるようになり 53）、他方1900年以降、新しい石油資源の発見と石

油産業の精製法･送油法の改良によって、高価だったガソリン価格が急落

した 54）ので、他のタイプとの競争に勝って普及したのであった。また自

動車の先駆者となった自転車の製造も、タイヤ、ボールベアリング、ブ

レーキ、鋼板製造加工技術などの開発、互換性部品の使用など、自動車

製造に応用される技術開発のパイオニア的役割を果たした 55）。

自動車ははじめはヨーロッパと同じで金持ち向けであったが、フォー

ドが、大衆車として構造が簡単で価格の安いものをつくることを考え、

互換性部品方式をさらにアセンブリラインと継続的な加工処理の方向へ

発展させて、1908年にT型車を売りだした。1913年には、アセンブリラ

インによる流れ作業方式を本格的に稼動させて大量生産方式を確立した。

アセンブリライン方式はその後1920年代の多くの家庭電気製品の製造に

取り入れられていった。自動車生産はこうして急拡大し、1900年8000台
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から1910年45万8000台、1920年813万2000台になったのである 56）。

化学工業

アメリカの化学工業はイギリスやドイツで発達したものが導入されて

成長した。しかし新しい有機合成化学工業の発達は遅れ、本格的に発展

するのは20世紀、それも1920/30年代になってからである。他方ドイツ

では石炭からコークスをつくるときの副産物が原料として用いられたの

にたいし、アメリカでは石油からガソリンをつくるときの副産物が使用

されるようになり、そこから石油化学工業が発達することになった。

B 大企業と企業連合･合同の発展

アメリカで大企業が発展しそれがさらに強化されたのは次のような理

由からであった。

第1に、そもそもアメリカでは土地が広大で流通機構が未整備であった

ためである。アメリカでは企業の大規模化は、鉄鋼業や石油業のみなら

ず、食品加工業でも刈取り機やミシンなど耐久消費財製造の機械工業で

も広くみられた。それは、多様な需要に応えるとともに棚卸商品の回転

を高め、機械器具の場合には取り扱い方法の説明とアフターサービス供

与のために、全国的な販売網と迅速な生産対応体制をもつ必要があった

からである。またこのため垂直統合と水平統合への誘因がつねに働いた
57）。アメリカで最初に規模の経済を追及する大企業が出現したのは19世

紀半ばの鉄道業においてであった。彼らは最大規模の売上高をあげ広大

な地域を対象とした企業に適した組織を発展させたが、製造業も鉄道に

20年遅れて同様の組織を発展させたのである 58）。

第2に、アメリカでは資金調達に手づるが不可欠で、それを得られれば

初期に支配的地位を確保でき、また拡大する全国市場への対応に必要な

資本集約的技術を採用するには、かなりの額の資本を確保しなければな

らなかったためである。鉄鋼業のカーネギーが1870年代にベッセマー法

を採用することができたのも、エジソンが1878―84年に電燈実用化の研

究開発資金を得たのも、ロックフェラーが大した事業歴もない段階で10

帝京国際文化　第 17 号

－ 16－



年間石油事業展開の資金を得たのも、商業銀行家ないし投資銀行家の資

金援助を得られたからにほかならない 59）。

第3に、1873年から1896年まで長期にわたり物価下落にみまわれ、企

業間の競争がし烈になった中で企業合同が進んだためである。企業の大

規模化は、規模の経済を実現できる一方で固定費の重圧を受けるという

ディメリットをともなう。それゆえ物価下落期には、大企業は工場の稼

働率を落とすより販売競争に走ることになるが、この中で生き残るため

コストを切り下げようと1880年代から垂直統合や水平統合に入った 60)。

しかし同時に固定費の重圧と生産および販売の圧力が高まって、し烈な

競争から共倒れとなる可能性が強まったため、ついに企業連合ないし企

業合同を進めることになったわけである。

企業連合のはじめの試みはプールであった。これは価格や生産ないし

利潤についての企業間協定であるが、1880年代と90年代に食肉業や鉄鋼

業など重要な産業でみられた。これも破られる可能性があり、そのため

企業合同に発展して参加企業がその株式を信託してトラスト証券を受け

るトラストという方法がとられ、ついにはある会社が他の会社の株式を

所有する持株会社という方法がとられた。トラストは、全米の石油精製

能力の90%以上を支配下に置いたロックフェラーのスタンダード石油に

よって1882年に結成された。他産業でも数多く結成されたが、独占反対

の声が高まり規制された。代わって持株会社による企業合同があらゆる

業界で進められ、これが1895年から1904年にかけての大きな企業合同運

動の中心的形態となるにいたった 61）。その最大のものがUSスティールで、

カーネギー、フェデラル・スティール、ナショナル・スティールなど785

社が参加し、鉄鋼業の60%を支配した 62）。

企業合同運動は投資銀行、とくにJPモルガンによっても進められたも

のであった。投資銀行は、1873年不況で多くの鉄道が破産して投資銀行

の所有に帰したとき、企業の経営に関わるとともに買収により業界を再

編する方法を学び、その後さまざまの分野で企業合同を進めると同時に

経営に参加した。JPモルガンはUSスティール、ジェネラル・エレクト
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リック、インターナショナル・ハーベスターをはじめ多数の企業合同に

関わった 63）。

4 第二段階への発展の要因

以上のように、ドイツとアメリカではイギリスで勃興し波及した工業

化第一段階と異なる新しい発展がみられたわけであるが、それはこれら

の国がイギリスとは異なる条件のもとに置かれ、それにたいし異なる対

応をとった結果であった。第二段階にまで発展させたそれらの条件と対

応を3つの側面に分けて考えてみよう。

A ドイツにおける要因

市場面の条件と対応

1871年プロイセンによって統一されてドイツ帝国が成立し、規模にお

いてすでに最盛期にあったイギリスの市場につぐ国内市場が形成された。

しかもこの市場はイギリスと違って所得分配が平等であったので 64）、所

得の上昇と人口の増加があればきわめて効果的な市場として発展するも

のだった。そして実際にそうなったのである。マディソンの推計によれ

ば、1人あたり所得水準は（購買力平価ベースの1990年米ドルで換算し

た実質値）、1870年にイギリス、ベルギーにつぐ1900ドルであったのが、

1913年には2.0倍の3800ドルに、人口は、1870年にイギリスにわずかに

足りない23百万人であったのが1913年には1.6倍の38百万人に急増した
65）。合わせて3.6倍、年率2.8%増で国民所得が成長したことになる。所得

分配が平等なことは、これがすべて購買力の成長に結びついたことを意

味している。

購買力総額の成長より重要なのは消費様式の変化であった。所得水準

の上昇とともに輸入圧力による食料品価格の下落、運輸の改善による工

業製品価格の低下があったので、生活必需品に加えて便宜品を買う余裕

が生まれた。もともとヨーロッパ大陸の都市のブルジョアはイギリスの

それ以上にブルジョア的であったから、都市化とともにこの見せびらか

し消費の欲望が膨らんだ。工業化初期はそれが高級繊維製品への需要に
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なって表れたが、世紀末には新消費財の需要源泉になったのである 66）。

さらに1870―1913年では、すでにみたように工業化の加速化、加えて

鉄道をはじめとする社会資本と電気･水道･通信など公益事業の拡大が、

需要成長の源泉となった。鉄道網は、1873年にすでにイギリスのそれに

近い1万3300マイル（＝2万1200キロメートル）に達していたのにたい

し、イギリスではそれから少ししか増えなかったのに、人口と都市が広

く分散していたドイツの場合1913年にはその3倍の3万9800マイル（＝6

万3700キロメートル）へと急拡大し、年率2.8%で伸びた 67）。これだけで

も鉄鋼･機械工業の需要、市場拡大、運輸コスト低下、他産業発展に大き

く貢献したことはいうまでもない。イギリスをはじめとして北西ヨー

ロッパでは、鉄道建設が先行してそれが需要供給両面で重工業分野での

工業化を先導したが、ドイツでは鉄道建設と工業化は同時並行型となり、

それが工業化を一気に推進させる効果をもったのである。

ヨーロッパ大陸諸国の工業化は、発展段階の異なる地域間の商品交換

によって進められた。この面でもドイツが顕著であった。工業化初期で

は、イギリスのような先進国から資本財工業製品を輸入して自らの工業

製品はヨーロッパの東部や南部のより遅れた国々へ輸出し、工業化の進

展とともに、工業製品ないし半工業製品を輸出し原材料を輸入するパ

ターンへと変えていった。ドイツが先進国に仲間入りすると、他の先進

国との間の類似工業製品同士の商品交換に移り、その中でそれぞれ優位

性をもつ製品に特化していった 68）。このヨーロッパ域内の市場と生産の

相互依存は、1870年代末からヨーロッパ大陸諸国の関税が引き上げられ

たにもかかわらず、輸出需要を確保させる効果をもった。

以上のとおり、大規模で安定した国内市場の急速な拡大、大規模な鉄

道建設、消費の高度化などが鉄鋼業ほかの発展と新産業の誕生、大企業

の発展を促したのである。

資源面の条件と対応

ドイツ帝国成立時に、フランスからアルザス＝ロレーヌ地方を併合し

たのでヨーロッパ最大の鉄と石炭を獲得し、後にルール炭田も採掘され
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たのでドイツは資源には恵まれていた。イギリスと同じ資源条件の地方

では石炭利用、蒸気利用の工業化が進展したが、そうでないところでは

石炭は代替物にとって代わられ水力が工業に用いられた。それが、水力

タービン技術でヨーロッパのリーダーとなり、水力の動力への利用はな

かなか進展しなかったものの、19世紀末に水力電気の開発が進むとそれ

を一気に動力に用いるようになった背景である 69）。もっと劇的なのは初

期のドイツとフランスの内燃機関でのリードであった。

ドイツでは資源条件の違いから銑鉄生産にも旧来の製法が用いられ、

コークス溶鉱法が普及したのは19世紀半ばになってからであった。鋼鉄

生産でも、ドイツの鉄鉱石はリン含有度が高かったのでイギリスで1856

年に開発されたベッセマー法は役に立たず、1879年に開発されたトーマ

ス法で突破口が開かれた。またドイツの有機合成化学の誕生は、天然染

料の代替物を探すドイツ自身の科学的アプローチがもたらしたもので

あった。ヨーロッパ内の他の国との商品交換をしながらの工業化も、そ

れぞれの発展段階で不足しているものを補完しながら工業化を進めるも

ので、需要確保以上に技術の効率的な吸収と開発に役立った。

以上のとおり、ドイツの工業化は資源条件の違いから遅れたが、それ

ゆえに違った資源条件に対応した最新の技術開発を待ってなされ、それ

が資本集約的であったこともあり、大規模化した高度な工業の発展につ

ながったのであった。

制度面の条件と対応

まずドイツ帝国成立で、新しい国家を建設し先進国イギリスへ追いつ

くためのナショナリズムが高揚した 70）が、それがプラスに働いた。ドイ

ツ人は技術の質や標準化にたいする強迫観念が強く 71）、これが投資や技

術にたいする長期的視点を取り入れることにつながった。量よりも質を

重視する技術では、スピードつまり一定時間内の処理量が遅くなりがち

であったが、19世紀終わりの企業規模拡大、工程管理の高度化、作業の

統合への動きがこの限界にたいする対応策となった 72）。

教育体制についても、プロイセンの1765年の制度に起源をもち 73）イギ
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リスより1世紀早くはじまった義務教育制の初等教育機関に加え、実学に

重点を置いた中等教育機関、純粋科学研究ないし応用科学追及のための

大学、技術訓練教育のための高等専門学校など、必要なあらゆる技術教

育体制が整備された。大企業では企業内職業訓練教育もなされた。ドイ

ツは科学理論では20世紀初めまでフランスやイギリスに遅れをとってい

たが、科学と技術の結びつきでは先頭に立っていた 74）のである。

1890年ごろには企業の管理者は技術者出身となり、その大半が専門の

学位をもっていた。産業界での研究室や実験室は1850年代から設立され

ていったが、学会と緊密な連携を保ち、それらのリーダーが大企業経営

者になることも珍しくなかった。化学の分野で課題が与えられるとき、

フランスでは科学者個人が任命されるのにたいし、ドイツでは研究チー

ムが設定されチームワークで取り組まされた。この体制が、人工染料か

ら製薬などの新分野へのシフトを迅速にさせ、また研究開発に長期的な

コミットメントをさせることにつながった。企業が大規模であったこと

は迅速な商業化を助けた 75）。

工業化のための資金調達に目を転じると、鉄道やその他の社会資本建

設にたいしてはイギリスの資本市場が応じたが、工業への投資となると

国内に求めざるを得ずこのための制度的変革が促された｡すでにみたよう

にとくに新産業の場合銀行家に頼るよりほかなく、1880年以降中小の化

学会社は地方銀行に頼ったし、全国レベルの社会資本や工業への投資は

総合銀行によって引き受けられた。彼らによって企業合同も進められた。

以上のとおり制度面の条件と対応も技術革新を推進し大企業を発展さ

せ、工業とくに新産業を勃興させる要因として働いたといえる。

最後に以上全体に関係する政府の支援ないし政策をみておこう。

市場条件のところで鉄道網拡大が大きな効果をもったことをのべたが、

これには政府の果たした役割が大きかった。ドイツの鉄道建設は、イギ

リスの場合と違って政府の直接的支援･管理のもとに進められた。それは

1つは鉄道建設とその資金調達を行なう株式会社設立の認可、もう1つは

株式の一部引き受けか国有企業化しての鉄道建設への直接参加という形
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をとった。1878年ごろまでは民有鉄道と国有鉄道とは相半ばしていたが、

その後民有鉄道の計画的買収によって、1913年までにはほとんどが国有

化された 76）。

政府の産業政策では技術開発を促す特許法が早くも1810年に導入され

た 77）。すでにみたようにカルテルも他国と違って1897年に合法化された

が、これも大企業を保護し企業間の競争を緩和したので、研究開発や技

術革新導入を支援する効果をもったといってよかろう。関税政策につい

ては、1860年代に一度撤廃したが1870年代末以降は高関税を導入した。

これが大企業に国内市場での独占利潤を確保させて海外市場へ安売り輸

出攻勢をかけさせたとの見方 78）もあるが、それに同調するかどうかは別

としても、少なくとも安定市場を確保させて新産業を成長させることに

貢献したといってよかろう。

B アメリカにおける要因

市場面の条件と対応

アメリカでは19世紀前半の西部開拓による人口移動で、東部沿岸に集

中していた人口が世紀半ばには50%に落ちるところまで分散し、農業生

産に基礎を置く広大な国内市場が生まれていた 79）。しかも農民の実質賃

金は19世紀半ばですでにイギリスのそれを20―40%上回るほどであった

し、イギリスと違って所得分配が平等な市場であった 80）。このことで相

応に豊かな世帯による農業機器や家具などの耐久消費財への需要、しか

もより安価ですべての共同社会に合うように標準化された同質的商品へ

の需要が拡大した 81）。これはまた、製品ばかりでなくその部品が互換可

能であることを求めさせ、互換性部品方式発達の市場側の要因となった
82）。他方で多種類の商品を広大な市場に販売するうえで、当初は小売商

の介在によっていてそれが大規模小売商を生み出したものの、製造業者

間の競争が激しくなると製品差別化のため自ら販売部門をもつ方向へ発

展させた 83）。これが大量消費、大量生産、多角化した大企業の発展をも

たらしたことはいうまでもない。
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そこに1870年から鉄道建設によって西部地域の開発が大きく進展し、

アパラチア山脈とロッキー山脈の間に世界最大の農業地帯が生まれて、

機械化による大規模農法が採用され農業生産が急増した。鉄道建設はま

た鉄鋼にたいする需要だけでなく、石炭、銅、木材、その他の需要を喚

起するとともに、アメリカ全土を対象とする国内市場の統合と拡大に大

きく貢献した 84）。そのけっかすでにみたように1870年から工業が急成長

し、それが工場の設備だけでなく交通機関、都市の住宅建設も急増させ

て経済を急成長させた。これは1人あたり所得水準も人口も急増させた。

ドイツのところでのべたように、アメリカも鉄道建設と工業化の同時並

行型となり、それが工業化を一気に推進させることになったのである。

鉄道網は、1870年にすでにイギリスの完成時のそれの3.5倍にあたる5

万3000マイルに達していたが、1914年にはその4.8倍の25万2000マイル

に急拡大し、この間の年増加率は3.6%に達した 85)。マディソンの推計に

よれば、1人あたりGDP（ドイツのところでのべたように1990年米ドル

実質値）は、1870年2500ドルが1913年には5300ドルへと2.2倍、年率

1.8％増、人口は、1870年40百万人が1913年には98百万人へと2.4倍、年

率2.1％増となった 86)。両者合わせた国民所得の成長は4.6倍、年率3.9％

増に達した。所得分配が平等であったのでこれはそのまま購買力の成長

につながった。

購買力総額の急成長だけでなく、所得水準の急成長、広大な国土の構

造変化と拡大、都市化、社会資本の整備が消費様式の多様化と高度化を

もたらし、ドイツ以上に工業の飛躍的発展とくに新産業の勃興と大企業

の発展を促すことになった。

資源面の条件と対応

アメリカの資源条件は豊富な土地、それと結びついた農産物･木材･水

の豊富さに特徴がある。それらが、初期の工業化で木材･食品加工業、農

業機器工業の発達を促し、他方ですでにみたように機器は木製、動力は

石炭を燃料とした蒸気力より水力を利用させ、工業化の進展を遅らせた。

しかし労働力確保の面で、農業と獲得競争をさせられとくに不熟練労
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働力確保に弾力性を欠いたので、それを欠いて作業ができる仕組みが必

要とされた。これから機械化をもっとも重視する考え方、さらに天然資

源が豊富なので天然資源と資本を結びつけて労働力を代替させるパラダ

イムが成立し、さらに資本をも節約させるため互換性部品方式による製

造方法とアセンブリライン法が産み出された 87）。この2つの工夫が市場条

件にも起因することはすでにのべた。

天然資源として石炭、鉄鉱石にも恵まれたが、それらの品質と豊かな

木材資源が原因で、銑鉄生産でコークス溶鉱法が普及したのは19世紀半

ば以後となった。鋼鉄生産は、大規模鉄道建設で必要になった1870年以

降、ベッセマー法ついでシーメンス＝マルタン法が採用されて一気に増

加した。長い間水力が使われていたとのべたが、電力が実用化されると

水力発電という形で再び水力が復活した。天然資源として鉛、銅、石油

にも恵まれていたことが、それらを利用した合金と新産業を発展させる

要因となった。もっともアメリカ的な自動車産業も、その興隆は技術改

良とコスト大幅引き下げのほかに、安価で豊かな石油資源の存在、広大

な土地での大量運送にたいするニーズ、それに市場側の条件として大衆

の所得水準の急速な上昇があってこそ実現したのであった。

以上のとおりドイツの場合と同様に、異なった資源条件に対応した最

新技術開発を待って、それが資本集約的であったこともあり、大規模化、

高度化した工業が発展したのであった。

制度面の条件と対応

アメリカは何よりも開放的な新世界であり、個人的栄達の機会が豊か

な社会であった。これが人々の意欲を高め、また社会全体を教育熱心に

させ教育機会を開放させる方向に働いた。早くも1790年にニューイング

ランド地方でほとんど全員が初等教育初級レベルの基本教育を受けてい

たし、中部大西洋諸州でもそれに近かった。1850年にはアメリカの初等

教育在籍数は世界一を誇った 88）。初等教育と中等教育は個々の州や地方

自治体の責任でなされたが、連邦政府も公有地売却代金で大学設立や農

業専門教育に関わった。1880年代までは大学は社会的ないし教養目的の
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教育をしていたが、それ以降は農業や工業の実学を発展させた。高等教

育の普及とその実学志向が20世紀にアメリカ工業が優勢になった要因と

みなされている 89）。

資本不足のアメリカでは外国からの投資はたしかに重要な役割を果た

した。1830年以降イギリスからの投資が続き、1870―95年にはそれが巨

額にのぼったがそのほとんどは鉄道や公益事業向けであった 90）。1870年

以降の工業化の資本源泉は国内貯蓄に求めるよりほかなく、それを工業

に投資する金融仲介機関の発達が必要とされた。それが商業銀行、貯蓄

銀行、生命保険会社、投資銀行などである。とくに、1863年の国法銀行

法で銀行制度が整備されて急増した商業銀行が、企業の発行する株式･社

債の売却、預金の吸収とその貸付、さらに信用創造で大きな役割を果た

した 91）。投資銀行も鉄道のほか製造業の資本調達に関わったが、1895年

以降はニューヨーク証券取引所に相当数の工業株が上場されるようにな

り 92）、その役割が大きくなった。当初に金融の手づるを確保することが

企業が支配的地位を得る必要条件であったし、また金融の側も大規模化

と企業合同を進めたことはすでにのべたとおりである。

以上のとおり、制度面の条件と対応も技術革新を推進し大企業を発展

させ、工業とくに新産業を勃興させる要因として働いたといってよかろ

う。

最後に以上全体に関係する政府の支援ないし政策がどうであったかを

みておこう。

鉄道その他の社会資本の建設が工業化に大きな役割を果たしたことを

のべたが、これには政府の果たした役割が大きかった。西部開拓のため

のカンバーランド道路建設、ニューヨーク州のエリー運河建設と1830年

代の半官半民の運河建設、1850年のイリノイ中央鉄道にたいする州を経

由しての支援など、連邦政府と州政府は早くから社会資本整備に積極的

に関わった。鉄道にたいしては連邦政府と州政府が公有地を与え、その

売却代金で建設資金を得させた。1870年以降の大陸横断鉄道の建設はこ

うして可能になったのである。鉄道運賃にたいしても1887年に州際通商
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法がつくられ連邦政府による規制がはじまった 93）。

独占企業にたいしてはドイツと違って法的には否認された。1880年代

にいくつかの州で大きなトラストにたいし規制が課され、全国レベルで

は1890年代にシャーマン・反トラスト法で規制された。しかし持株会社

は認められたし、連邦政府も州政府も反独占の法律執行にあたっては消

費者と大企業の利益の間をとった。また共謀への誘因を内部化するため

に合併が推進されることもあった。公正取引委員会のみならず連邦裁判

所も関わったがいずれも反独占に終始したわけではなかった 94）。すなわ

ち大企業や競争制限を排除しなかったのであり、これは技術革新支援効

果をもったといってよかろう。

アメリカ政府は1790年に特許法を導入して技術開発を支援した。南北

戦争（1861―65年）後は南部の反対がなくなったため高関税政策をとる

ようになり、1890年には関税率平均50%のマッキンレー関税を導入した
95）。関税はすでに工業が発達していたので幼稚産業保護の効果をあげた

とはいえないにしても 96）、海外からの競争を排除し安定した国内市場を

提供する役割を果たした 97）といってよい。

結論

工業化第二段階を特徴づけた鉄鋼業、機械工業の飛躍的発展は次のよ

うな過程を経て実現した｡

まず鉄鋼業であるが、ドイツとアメリカでは木材が豊かで良質の石炭

が発見されなかったこともあり、銑鉄生産でイギリスのコークス溶鉱法

が普及したのは19世紀半ばになってからであった。しかし鉄道建設が大

規模になされ大量の鋼鉄が必要となったとき、その製法としてイギリス

ではじめに開発されたベッセマー法は鉄鉱石の成分の点でうまく適合し

なかったが、後にその欠点を克服するために開発されたシーメンス＝マ

ルタン法をアメリカが、トーマス法をドイツが採用して鋼鉄生産を急増

させた。また良質の石炭も採掘され、さらに前段階の銑鉄生産も統合し

て大規模生産体制をとったので、鉄鋼業は飛躍的発展をとげた。
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機械工業のほうは、アメリカがミシンや農業機械を開発･改良する中で、

互換性部品方式とアセンブリラインの機械器具製造法を産み出すととも

に、それを前提にして精巧な部品を製造するための工作機械の工業を発

達させたことが転機となった。これで工作機械と一般機械の相互刺激型

の技術革新が進行した｡ドイツもアメリカ式の互換性部品方式とそれに不

可欠の部品規格化の法的強制化まで導入し、工作機械のみならず工業全

般を発展させた｡

工業化第二段階を特徴づけた新産業誕生の過程は次のようなもので

あった｡

まず電気機器工業であるが、電気にかんする研究と実験はヨーロッパ

とアメリカで早くから積み重ねられていたが、その実用化は工業化第一

段階入りが遅れたアメリカとついでドイツで進められた｡電燈の実用化に

よって電力の用途が広がりさらにモーターが開発されたが、電気事業が

成り立つにはコスト切り下げのための集中的発電･配電方式の開発が不可

欠であった。それが蒸気タービンの発電機への導入、長距離送電と地域

的規模での配電、流す電流の統一によって達成されて、電気機器工業が

誕生した。しかし電気事業が急速に拡大したのは、モーターが工場の動

力システムを分別化する効果が理解されて工業全般に利用され、電力が

動力として使われるようになってからである｡

自動車のほうは、エンジンとなる内燃機関がガソリンを燃料としてド

イツで実用化されたが、それをフランス人がアメリカの工作機械を利用

して改造した自転車に取り付けたのを、ドイツ人が改良したことで誕生

した｡自動車工業はヨーロッパでも成長したが、急拡大したのは、ガソリ

ン･エンジンと自動車製造の双方の技術改良に加え、大衆車用に互換性部

品方式とアセンブリライン法を活用して、大量生産と大幅コスト引き下

げに成功したアメリカにおいてであった｡

化学工業では、ソーダ製造の技術革新に加えて、ヨーロッパ各地で研

究されていた人工染料が天然染料をもたないドイツを中心にして開発さ

れたことで、人工染料工業が誕生した。ドイツはさらに研究開発と工業
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化を進めて世界の人口染料生産を独占するまでに発達させたが、人工染

料の科学的原理の応用余地が非常に広かったため、20世紀に新製品を創

造しつづけて有機合成化学工業を大きく発展させることになった。アメ

リカの化学工業はイギリス、ドイツからの技術にもとづき発達したもの

で、有機合成化学工業の本格的発展は20世紀に入ってからとなる｡

大企業の発展については、ドイツの場合、工業化の本格的展開ととも

に経済性の点から前方･後方の関連分野を統合して大規模化･多角化が進

み、とくに19世紀終わりの価格下落期に企業連合･合同が進んだことが、

その要因となった。資金調達上の結びつきや新産業でのマーケティング

の必要性も、大企業発展の要因として働いた。アメリカの場合は、もと

もと土地が広大で流通機構が未整備であったので、多様なニーズに応え

つつ流通･生産を効率化する観点から大規模化･多角化が進んだが、資金

調達上の結びつきもその要因として働いた。とくに19世紀終わりの価格

下落期に企業連合ついで企業大合同運動がおこって、今日の大企業独占

体制が形成された｡

それではドイツ、アメリカで、工業化が第一段階入りにとどまらず第

二段階にまで発展したのはどうしてか。それは、これらの国がイギリス

とは異なる条件のもとに置かれそれにたいし異なる対応をとった結果で

あるが、それらの条件と対応として次のことがあげられよう。

まず市場面では、第1に、所得分配平等の大規模国内市場が成立し、そ

れが急拡大するとともに消費様式が変化したこと、第2に、鉄道建設と工

業化が同時並行型でさらに急拡大する条件に恵まれ、それらが相互に刺

激しあったこと、があげられる。さらに追加的要因として、ドイツの場

合は、ヨーロッパ内の地域間の商品交換による工業化が市場確保と効率

的工業化を進めさせたこと、アメリカの場合は、全国に分散した農家が

標準化された同質的商品を求めたことが互換性部品方式を発達させたこ

と、もあげられよう｡

資源面では、第1に、ドイツの場合水、木、鉄、石炭の資源に、アメリ

カの場合土地、農産物、水、木とあらゆる鉱物資源に恵まれたことが、
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工業化を遅らせもしたが、それらを活かす条件と技術がそろうと工業化

を一気に加速させるように働いたこと、第2に、鋼鉄の大量生産、集中的

な発電･配電、人工染料、自動車製造などにみられたように、異なる資源

条件への対応努力が積み重ねられたこと、があげられる。さらにアメリ

カの場合は、資源条件として不熟練労働力の確保難が互換性部品方式と

アセンブリライン法を産み出させたこと、も貢献要因といえる｡

制度面では、ドイツの場合ドイツ帝国の成立によるナショナリズムの

高揚、技術にたいする伝統的なこだわり、技術教育のための広範な教育

体制の整備、科学技術と工業の強い結合体制、工業化資金調達のための

総合銀行の発達、鉄道建設にたいする政府の直接的支援･管理、などをあ

げることができる。特許法導入、カルテル合法化、関税政策などの政府

の政策も寄与したといってよい。アメリカの場合開放的社会、基本教育

の早期普及と後の高等教育の普及･実学志向、工業化資金調達のための各

種金融仲介機関の発達、鉄道その他社会資本建設への政府の積極的関与、

などをあげることができる。反独占にたいする弾力的態度、特許法導入、

高関税政策などの政府の政策も寄与したといってよい｡
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