研究ノート

近代初期のイングランド中西部における
製鉄業・金属加工業の繁栄
陶

山

悠紀美

ていく決意を固めた動機を探る手掛かりとし

１. はじめに

たい｡

もともとウェールズの製鉄業者であったサ

ギリス製鉄業は森と水を求めて, すなわち,

世紀半ばごろの学説では, 近代初期のイ
ンプソン・ロイド１世 (
は,

Ⅰ)

高炉や精錬所などで鉄鉱石や銑鉄の溶解など

世紀末にバーミンガムに移住してから

に用いる木炭と水力エネルギ−を求めてその

は, 同じクエーカーで親戚関係にあったアン

中心地をウィールド (

ブローズ・クローリー３世 (

部, ミッドランド地方および北部へと移さざ

Ⅲ) と共同して鉄取引に従事し, 大い

) 地方から南西

るを得なかったとされていた２) ｡ そして,

に財を積んだ１)｡ その財産をもとに, 彼の息

トン

年頃には棒鉄の国内生産量は

子サンプソン２世が金融業を始めたのが, ロ

を超えず

世紀の最大生産量から減退し, こ

イズ銀行の起源である｡ この事業転換に関し

のころから

ては旧来, ロイズ家は衰退過程に入っていた

力のゆっくりとした衰退の傾向にあったとい

木炭製鉄業を見限り, 将来性の高い金融業に

うことが言われた３)｡ しかしその後の研究に

転身したのだとされてきた｡ けれども実際に

よれば,

は 世紀を通じて, バーミンガムを中心とす

イギリス製鉄業は決して衰退ないし停滞して

るイングランド中西部の金属加工業や, 素材

いたわけではない｡ この時期, イギリスの鉄

となる鉄の取引は活況を呈していたし, 木炭

生産量は逓増していた｡ ウィールド地方こそ

製鉄についてすら, 衰退過程に入っていたと

衰退したものの他の地方は疑いもなく発展し

世紀半ばにかけて長期的に生産

世紀後半から

世紀前半における

は必ずしも言えないことが明らかになりつつ

ていた｡ また, ウィールド地方ですら 世紀

ある｡ だとすれば, ロイズ銀行創業に関する

には回復があった４)｡
世紀前半, 木炭生産量が不足していなか

旧来の見方は修正を迫られる｡ 本稿は, サン
プソン１世やアンブローズ３世およびその息

ったことは

年代から

年代にかけて木

子たちが鉄取引などに邁進した時期のイング

炭価格が安定していたことからもわかる５)｡

ランド中西部における製鉄業と鉄を中心とす
る金属加工業の状況を改めて確認し, サンプ
ソン２世が
１)

(

世紀の半ばすぎに銀行業に入っ
)

２)
３)
４)
５)

(
(
(

)
)
)
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(

)
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だが, イギリス国内の木炭製鉄業者は市場の

のような決断をするに至ったのか｡ その動機

需要のすべてを満たすことはできず, スウェ

は旧来考えられていたほど単純ではない｡

ーデンから棒鉄を大量に輸入していた｡
紀末から

世

２. 17世紀末から18世紀前半のイギリ
ス製鉄業

世紀初頭には国内棒鉄消費量の約

半分を輸入していた６)｡ 他方,

世紀のイギ

本項では, アンブローズ３世やサンプソン

リスは鉄製品, 真鍮製品などのかなりの輸出

１世らが活躍していた

や独立前のアメリカ合衆国などに加工鉄

半のイギリス製鉄業の状況を検討する｡

)７) や鉄釘を, さらに中央,

(

年ころに大陸からイギリスに高炉

南ヨーロッパに真鍮製品を大量に輸出してい

(

たことがわかっている８)｡

は塊鉄炉 (

イングランドにおける金属加工業の圧倒的

世紀末から

世紀前

国であった｡ すなわち, イギリスは西インド

) が伝えられるまでは, 錬鉄
) で生産された｡ 高炉

が伝えられてから, 鉄鉱石から高炉で銑鉄
)

中心地はバーミンガムであった｡ 古くはチュ

(

ーダー朝時代から釘を扱う鍛冶屋が多かった

で錬鉄, 棒鉄が作られる間接方式になった )｡

が, 銃産業は

世紀半ばごろには高度に専門

) が作られ, つぎに精錬所 (

世紀初頭にコールブルックデールで発明さ

世紀にバー

れたコークス製銑の製鉄業への導入は, すぐ

ミンガムで急速に拡大したもう一つの金属産

には製鉄業全体に広まらなかった｡ ダービー

業だった｡ さらに,

が規則的に高炉にコークスを使用するように

化していた｡ また, 真鍮製品は

世紀初期以降の流行社

会が必要とした靴バックル, 金属ボタンのよ

なった

うな小間物の製造はロンドンや海外に広く販

った

路を得て急速に成長した９)｡

た｡ 銑鉄は大部分木炭高炉で作られていたの

世紀末バーミンガムに転入したサンプソ

,

年代ですら, ブリテンにはた

のコークス高炉しか稼働していなかっ

である )｡ コークス製銑がイギリスに普及す

ン１世は, このように旺盛な金属加工業の鉄

るのは

需要に支えられ, アンブローズ３世の助けも

本格的に衰退するのは

あってバーミンガムで成功した鉄卸商となり,

ぜ木炭製鉄はこれほど長く続いたのか｡ 木炭

続く世代の発展の礎を築いた｡ 彼の息子, サ

の元々の原材料は用材ではなく間伐材である｡

ンプソン２世も父の後を継いで鉄卸商となり,

世紀を通じて木炭市場は成長を続け, 原料

高炉や錬鉄所を増設して鉄商売を発展させた｡

は間伐材だけでは足りなくなったので, 換金

ところが彼は

生産物 (

世紀半ばにはバーミンガムで
)

銀行業に参入することになる ｡ なぜ彼がそ

世紀後半頃からになるが木炭製鉄が
世紀半ばである｡ な

) としての木炭原料が脚

光を浴び, 低木林 (

) として

の土地利用が地主たちの間に広まった )｡
６)
(
)
４
７) ｢加工鉄｣ とは棒状の錬鉄ではなく, 加工し
終わったか製品になった鉄である (
(
)
武内訳 (
)
)｡
８)
(
)
(後述図１ ３参照)
９)
(
)
３ ５ ６
)
(
)
なお, ロイズ鉄
事業会社はブリストルのクエーカー企業家との
縁で真鍮も扱っていた｡

したがって木炭は十分に供給され, イング
ランドの木炭製鉄は拡大を続けた｡ 棒鉄製造
の基礎としてのコークス銑鉄の受容が低コス
トにもかかわらず長く遅れた理由のひとつは,
木炭銑鉄の方が品質が良いという見方が強か

)
)
)

(
(

)
)
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ったからである｡ さらに, 木炭高炉に対する
地主・製鉄業者の既得権益 (

)

イギリス製鉄業の衰退を示唆する説は, 木
炭の不足を強調する｡ しかし, 製鉄所は用材

も無視できない｡ パートナーシップが高炉か

(

ら鉄裁断所までのすべての過程をコントロー

薪 (

ルする仕組みは強力な既得権益を生み出した｡

のために薪を得る必要があり, 前述のように

ダービーですら, 地主のもとで仕事をする錬

地主が特別に低木 (

鉄所経営者 (

) ではなく, 間伐材や低木から成る
) を利用していた｡ 製鉄産業
) を生育・再生

) の慣習を変え

することが広まったので木炭の不足はなく,

ることはできなかったのである )｡ しかし根

むしろ過剰ですらあったという実証もある｡

本的には,

世紀初めに至るまでコークス製

木炭価格上昇は一部地域だけであったが, 木

銑の技術自体が未成熟であったことが, 木炭

炭は輸送コストの高さだけでなく砕けやすさ

製鉄の存続を可能にしたのである｡

も問題で, それらが木炭製鉄の拡大を制約し

既述のように, かつては, 王政復古期以降,

た｡ だが, 製鉄所の平均コスト上昇の最大の

年代までイギリス鉄産業はゆっくりと衰

原因はおそらく水力の不規則なことであった｡

)

退したという説が強調された ｡ イギリス製

あまりにも頻繁に水力不足になると, 夏の数

鉄業の中心であったロンドン南方のウィール

カ月, 高炉のふいごと錬鉄所のハンマーは動

ド地方はこの地方における木炭の枯渇のため

かせなくなり, 高炉と錬鉄所は操業停止を余

世紀半ば以前にはっきり停滞したこと,

に

儀なくされてコストを浪費した｡ また, 製鉄

巨額の木炭鉄消費を充足するために外国鉄の

コストの

輸入が増加したことがその説を補強した｡

スト高の原因であった｡ そうしたコスト高に

しかし, フリン (

％を占めたという労賃の高さもコ

) によれ

イギリスの木炭製鉄が耐えられたのは, 政府

ば, 停滞説の根拠に用いられた史料の信憑性

の保護関税や鉄製品需要の絶え間ない増加が

年から

は低く,

年においては英国鉄

産業は明らかに拡大していた｡ この期間に新
投資として高炉

, 精錬所

, 裁断工場多数

あったからである )｡
以後には一般的に回復したが, 最初は遅く,
年からはより速かった｡ もっとも, それ

が建設された｡ 新しい製鉄所の建設, 再建は,
世紀前半には衰退過程に入っていたウィー

年

イギリス製鉄業は, 内乱が終わった

には地域差がある｡ ディーンの森は早くも

ルド地方ですら行われた｡ 精錬所の能力も拡

世紀初頭に最初の拡張をしたが内戦期に落ち

大した｡ 新高炉の生産能力はあわせて年

込み

トンであったようだ｡ ただし,

トンから
少なくとも

高炉の生産停止があったのでそ

れによる銑鉄の産出減少は年
って,

トン, よ

年までの銑鉄純増加は年約

トンであったと推定される｡ これらの生産力
の増加は鉄産業が海外との競争と費用増加に

世紀後半に復活した｡ ストア渓谷とブ

ラック・カントリは

年から

年にかけ

て勢いよく発展した｡ そこでは, 完成品市場
が近接しており, 鉱石の近くに精錬所を設け
て高い輸送コストを回避することができたの
である )｡
時系列的・地域的にもう少し詳しく見てみ

挟撃され衰退したという構図と全面的に対立

よう｡ ブリテン島は

する )｡

ったという従来の認識はハマーズリ (

世紀まで木炭不足であ

) によって痛烈に批判された｡
)
)
)

(

)

)
)
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銑鉄生産は年

世紀初頭の

トン, 棒鉄生産は年
〜

年から

年にわたり

木炭の消費量の推定をしている｡ 運転効率の
向上により, 木炭は節約されて, その幅は製

トン以上という数字も推測であり, 実際は,
その時期の棒鉄生産は年

年

ハマーズリは,

木炭製鉄業衰退説は, 大雑把に推測された数
字に基づくという｡ たとえば,

第４号

銑 (

) では

) では

トン

〜

以上, 精錬 (
に達し, その間に用い

であったとする史料もある｡ 後者の数字が正

られる銑鉄の減少は

しければイギリス製鉄業はほとんど安定して

程での木炭使用量も大幅に減少した｡

いて決して衰退していない )｡

世紀にウェールズとイングランドの森林は維

年から

また,

年のイングランド・

〜

％となった｡ 全過
〜

持されていた｡ 鉄の年間の最大生産量を見積

ウェールズの高炉数の合計とウィールド地方

もると,

の高炉数の推移を比較すると以下のことがわ

鉄

かる｡ すなわち, 長期的にはイングランド・

消費量は年間

ウェールズの高炉数は減少しているが, ウィ

る｡ 森林は

ールド地方の高炉数は,

世紀半ばで, 銑鉄

トン, 棒

トンとなるが, その時の低木の最大
万立方フィート以下とな

万エーカーなので, イングラン

年代には急速に

ドとウェールズの土地面積の２％以下で製鉄

年代までにはゆっくりと

業は維持可能ということになる｡ 地主と近場

だが加速度的に減少し低いレベルで落ち着い

の製鉄業者が結びつき, 地主にとっては用材

ている｡ ウィールド地方は水力不足, 品質の

と並んで木炭原料となる木材 (低木) は好ま

悪い鉱石などのためにもっと一般状況のよい

しい生産物で, それ以外に利用できない限界

他地域との競争に敗れたのである｡ ことに,

地でとくに好んで生産された )｡

増加したのに,

世紀から

ディーン地方は主に高品質の鉱石などを利用
するために高炉が密集していた｡ 全高炉の
は

年以上, ゆうに

と燃料 (

)

) の価格の変化をみると, 集中

年以

した大製鉄業者の囲い込みのために上昇した

上稼働していた｡ これらのことから, 少なく

こともあるが, 木材の価格はほとんど安定し

ともウェールズとイングランドで, 燃料不足

ている｡ 製鉄所は一般的に多量の木材を必要

のもとで高炉を稼働せざるを得なかったとい

とし, しかも, より近場にあるほうが利益に

うことはありそうもない｡ ウィールド地方が

なる｡ そこで, 地主はもっとも近場の製鉄所

衰退して高炉の立地がかわったのは, 急速で

と結びついた｡ 木材の価格が安定しているこ

全般的な拡張がおきたからであり, 各地方の

とは木の不足はなかったことを意味している｡

地主が有利な森林利用法として高炉を作り利

他方, 燃料である木炭の市場価格は

益を得るようになったからである｡ また, い

になっている｡ つまり, 豊富な木材を確保し

くつかの地区で製鉄所の減少がおこったのは,

木炭生産を内部化すれば高価な労賃と乏しく

年代から
年約

以上は

世紀にかけての木材 (

世紀半ばまでの銑鉄生産量が

トン増加したことから小高炉がよ

り大きな高炉に置き換わったためである｡ も
っとも, おそらく英国製鉄業は

世紀末まで

倍以上

て高価な鉱石を補えたということである )｡
ディーンの森の鉄鉱石のように, 質がよけれ
ば生き残れたのである｡
ダービーのコークスの発明が

世紀の初頭

に, 高炉数は減少したがその能力を２倍には

にあったが, 木炭が不足し高騰したという苦

していない｡

境には木炭製鉄業はなかった｡ スウェーデン

世紀末頃には国内棒鉄とほぼ
)

同量を輸入していた ｡
)
)

鉄は安く良質であったが, よりよい効率化と
)
)

２
３
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賢明な専門化によって木炭製鉄業は

世紀の

鉄取引が集中したのはバーミンガム地域の

かなり後まで生き残った ｡ その後石炭製鉄

中であったが, ここでいうバーミンガム地域

は徐々に普及し, 周知のごとく,

とは, バーミンガム自体, バーミンガム西方

)

世紀の前

半にはスタッフォードシャ南部 (バーミンガ

),

マイルのストアブリッジ (

)

ム＝ブラックカントリー地域) とウェールズ

さらに マイル西のビュウドレイ (

南部がイギリス製鉄業の二大中心地となった｡

の主として三か所である｡ これらの地域は,

前者は近くに巨大な鉄加工市場を控えていた

鉄鉱石鉱床や高炉から遠かった｡ 商取引の中

ためであり, 後者は近くに良質の瀝青炭を産

心がここにあったのは, 輸送と市場という二

)

する巨大な炭田を控えていたためである ｡

つの要因からであった｡ 製鉄業者 (

けれども木炭製鉄業が本格的に衰退していく

) がバーミンガム地区で鉄を精錬したり

世紀半ばであった｡ ロイズ家が銀行業

裁断することは顧客に近いので遥か遠くの高

に参入したのは衰退過程の木炭製鉄を見限っ

炉にならんで工場を設置するより経済的だっ

たのだという旧来の考えは, 成り立ちそうに

た｡ 木炭をこれらの最初の過程に利用できて

ない｡

両方に水力が使える限りであるが｡ もし, こ

のは

サンプソン１世は絶妙のタイミングでバー
ミンガムにやってきたことになる｡
間, 鉄釘 (

れらの設備を持つことができ, 交通の便が十

世紀の

分で遠方の高炉から銑鉄をここへ運ぶことが

) の需要は飽く

できれば最善であった )｡ なお, バーミンガ

ことを知らなかった｡ 人口増加による建物建

ムは, 運河や鉄道の敷設される以前の時代,

築のほかに, 植民地貿易興隆によって民間や

運航できるセヴァン川によって数十マイルに

軍の船が作られ, 鉄釘はさまざまに用いられ

もわたって水上輸送が発達していた )｡

た｡ また,

世紀以前に水力による鉄裁断工

サンプソン１世のクローリー家との商売は,
年の義理の兄 (アンブローズ３世) の死

場が建てられたが, これは棒鉄を釘屋の利用
)

に切る機械を

によって終わることはなかった｡ その関係は

使用するものであった｡ 新しい手法が古く稚

クローリー家の息子で跡取りのジョン・クロ

拙なやり方にとってかわることにより, 小棒

ーリー (

の価格, ひいては釘の価格は安くなった｡ こ

ともサンプソン１世の亡くなる

れらはサンプソン１世がバーミンガムに来た

いた )｡

に適した小棒 (

)

) との間で, 少なく
年まで続

ときにまさに顕在化しつつあった変化であり,

クローリー家との文通を調べることによっ

釘製造の原料は鉄であるため, 鉄卸商人の仕

て, サンプソン１世が一旦地位を確立すると,

事が増えたのである｡ かくして, バーミンガ

いかに当時の鉄取引の中心近くに位置を占め

ムでは釘屋などの鍛冶屋が必要とされ, 日々

たかを知ることができる｡ 当時の鉄取引の中

の経済の拡張で鉄産業も供給を増加させた｡

心企業は, フォーリー家 (

もっと小棒を, もっと棒鉄を, 銑鉄を, 国内

ォラストンのジョン・ウィーラー (
), ウルヴァリーのナ

産でも外国産でもよいからと, あらゆる種類
)

の鉄関係の仕事に勢いがあった ｡

), ウ

イト家 (

) であ

った｡ フォーリー家はクローリーの時代にパ
)
) トリンダー著 山本訳 (
)
)
は小棒と訳される (ベック (
)｡
)

)

)
)
)
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ートナーシップを発展させた地主一族であり,

３. バーミンガム金属加工業の繁栄

セヴァン川流域を鉄製造地区としていた｡ ジ
ョン・ウィーラーはフォーリー家のパートナ

バーミンガムは, エドワード３世の治世

ーで, 兄弟のリチャードとアンブローズ３世
は商売で争いになったこともあった｡ ナイト

(

家は, 初めはフォーリー・ネットワークのパ

ック, ストラッドフォードが, 地図上に印は

ートナーだったが, 彼らの帝国のセヴァン川

あっても地名が記されていないころから, そ

中流域を広く受け継いで,

年以降に現れ

の名が記されていた｡ これは, 当時, バーミ

た ｡ いずれも高品質で知られるディーンの

ンガムがかなり重要な場所であったことを示

森の木炭鉄に基盤を置く製鉄家系であった｡

唆する｡ バーミンガムの住民は多くの隣接す

)

ちなみに, イギリス各地で産出される鉄鉱

) の, まだコベントリー, ウォリ

る町の人々よりも経済的にずっと進んでいた

石のほとんどはリン成分の高い鉱石で, この

ようだという｡

鉱石から製造された銑鉄はコールドショート

造者も現れ,

) 銑と呼ばれ, 棒鉄に変換した

(

世紀末にはオルガン調律製
世紀には王立学校などが建設

されて重要な製造業都市となっていた｡ チュ

場合, リン成分の影響でもろく, 硬く良質と

ーダー朝時代の

はいえなかった｡ これに対し, 銑鉄余剰地域

いて, 様々な職種の鍛冶屋はナイフ等を作っ

のディーンの森とチェシャ―地域で生産され

ていたが, 非常に多くは釘屋であった｡ 町の

た銑鉄は, リン成分の低い鉱石を使用する,

大部分は鍛冶屋によって維持されていたが,

タフ (

) 銑と呼ばれた良質の銑鉄であ

った｡ 釘工業等の雑多な鉄加工業で用いられ

年には鍛冶屋や刃物師が

彼らはスタッフォードシャから鉄と石炭 (
) を得ていた｡

世紀には工業都市とし

る棒鉄はそれほど上質である必要はなく, 必

ての名声はますます高まり, 世紀初頭には鍛

ずしもタフ銑が入っていなくてもよいが, 武

冶屋が様々な鉄製用具を作成していた｡ 世紀

器や高級鉄製品の製造にはタフ銑からつくる

半ばには刀や銃もかなり量産されていた )｡

棒鉄でなくてはならなかった｡ そのため, 中

かくして,

級品以上の棒鉄を製造するためには, タフ銑

は, 商業と製造業の繁栄に惹かれ, また宗教

をディーンの森などからバーミンガム近隣地

上の自由を求めて, 地方から人口が流入した｡

域一帯へ移す多量の銑鉄流通の必然性が生じ

人口は

る｡ こうして, ディーンの森などから集めら

紀末まで着実に伸びた｡

れたタフ銑は単体で, あるいは近場のコール

紀初頭にかけて建物は急速に増加し, 新しい

ドショート銑と混合されて棒鉄へと転換され,

街路ができ, 高地は金持ち階層の住居地とし

バーミンガムを中心とする西部ミッドランド

て発展した )｡

地域一帯の鉄加工業者へ供給されたのであ

年ころから, バーミンガムに

世紀前半にゆっくりと増加し,

バーミンガムは

世紀半ばから

世
世

世紀半ばにはすでに長き

)

る ｡ 次項ではバーミンガムの主に鉄加工業
について見ていきたい｡

)
) 熊澤 (

)

)
(
)
ワイズ
も ｢中世にはさして重要でもなかったただの地
方都市で, それほど重要でもない市場を残した
産業村だった｡ しかし,
世紀後半には中世の
市場村の性格は薄れ始め, 牧畜業, 肉屋, 織物
工, なめし皮職人から鍛冶屋, 刃物師が多くな
っていた｣ と述べる (
(
)
)｡
)

近代初期のイングランド中西部における製鉄業・金属加工業の繁栄

にわたり金属工業に特化した産業センターに

はまだ非常に小さかったと十分推定できる )｡

なっていた｡ 金属産業がこの地に集積したも

世紀前半からバーミンガム地域の国内向

ともとの理由は, 鉄鋼山と炭田, 森が近く,

け交易は活発化した｡ 小間物の流行にもよる

製鉄業の大パートナーシップの影響下にあっ

が, 道路事情の改善を始めとする全国交通網

たからである｡ バーミンガム地域は

整備の意義が大きい｡ 国内交易活発化に貢献

世紀初

頭ころには, 南スタッフォードシャの近場の

したのはミドルマン (

鉄工場だけでなく, 南西と北西の遥かに離れ

ター (

た距離にある工場にとっても欠くべからざる

ターはバーミンガム商品を全国的にプロモー

市場を提供した｡ なぜ, バーミンガムは, こ

トした｡ 為替手形などによる信用取引も発展

のように, 産業革命の開始前にすでに発展し

した｡ また, 国内取引よりは量は少ないと考

ていたのか｡ ホプキンズ (

えられるが, 外国貿易も無視できなかった｡

) は

その理由について以下のように述べる｡ いく

) などの商人であった｡ ファク

ファーマーズ・アンド・ゴールトン (
) はアフリカへ銃・短剣・ナ

つかの説明がなされ, どれもそれだけでは理
由とはならず重要さの程度も様々である｡
年までは非自治都市だったので, クラレン

), ファク

イフを輸出し, 奴隷貿易のための銃を供給す
る中心的な役割を果たしていた｡ この会社は,

ダン法典の拘束を受けず, 非国教徒, とくに

また, 北アメリカ・フランス・ポルトガルと

クエーカー教徒が流入し, また, ギルドの縛

も交易していた｡

りがなく産業と商売が自由だったこと, よい

ボールトン・アンド・フォザギル (

飲み水が供給できたので多くの人口を抱える

) の初期の書簡からは, 会社が

ことが可能になったこと, ロンドンとの取引

ヨーロッパ広く, オランダ・フランス・ドイ

関係があり,

世紀初期の流行社会が必要と

ツ・イタリア・スイス・オーストリア・トル

した靴バックルや金属ボタンのような小間物

コに散在した顧客と取引していたことがはっ

の需要の成長があったこと, 近隣から移入し

きりとわかる｡

た労働力とその広い後背地が存在したことな

ギルが海外にでていた時であるが, ボールト

どがあげられる｡ なお,

世紀の初期の小間

ンは ｢受け取る手紙の半分以上はドイツ語で

年, パートナーのフォザ

) の発展については後述す

書かれている｣ と言っている｡ バーミンガム

るが, この小間物とは, 鉄, 真鍮, 鋼を用い

は他のほとんどの国内産業中心地よりも前に

て作られたバックル, ボタンをはじめとして,

世界的な市場を得ていたのである｡ 小間物業

刀の鞘の湖尻, 嗅ぎタバコ入れ, 時計の鎖な

が輸出による繁栄を謳歌した｡

ど様々な小装身具である｡ この事業の成長の

ラー・アンド・ガーベット (

物業 (

) が, 製品価額の

理由は, この地への真鍮の導入と伝統技術を
新しい目的に応用したことであったが, 分業

年にテイ
を輸出してい

たのは例外かもしれないが )｡

と小さな手動機械で高度な技術を用いたこと

世紀半ばころには, すでに, バーミンガ

で格段に進歩した｡ これらは大規模な会社も

ムは産業の大発展にとって好適な場所になっ

あったが大部分は小営業 (

ていた｡ 供給サイドからみれば, ブラック・

) として営まれ, 家族従
業員と一人か二人の職人が雇われていた｡ 従
って,
)

世紀半ばの時点では典型的な仕事場

カントリからすぐに完成鉄 (棒鉄) を得るこ
とができ, 鉱石燃料もすぐ近くにあり, また,
鉄, 真鍮, 鋼の加工における長く培われた技
)
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術も備えていた｡ また, 需要サイドについて

られていた｡

は, 小間物産業のロンドンや海外の製品市場

知ることに熱心であった｡ その重要性は世紀

に恵まれ, アフリカの銃貿易市場もあった｡

末ごろには増加した )｡

発展の規模の大きさは人口増加に表れている｡

年以前ですらその可能性を

結局, 技術的革新の緩やかだったバーミン

人か

ガムの産業発展の理由は, 国内外の需要にき

人へ

わめて敏速に対応したこと, 分業が精緻化し

と３倍から４倍に膨れた｡ この時, イギリス

ていたこと, 輸送の改善, 金融システムの準

全体の人口は約

備によりよく対処したこと, 進取の気迫に満

バーミンガムの人口は
人だったが,

ら

年には
年には

％増加したにすぎなかった｡

成功の中心は技術的経験にあるが,

年以

後に起こったことはさらなる技術的刷新では

ちた企業者能力などである )｡
他方,

世紀初頭のバーミンガムの成長に

なく, 拡張であった｡ かくして, バーミンガ

ついて, ワイズが強調するのは, 交易インフ

ムはいわゆる産業革命前にすでに十分に発展

ラの整備である｡ バーミンガムは産業都市で

し, かつ, 急速に成長する産業基盤を持って

あるとともに, ますます重要になった南スタ

)

いた ｡

ッフォードシャに関する重要な機能, つまり,
年以後のさらなる産業発展のた

製品の収集, 販売組織のずば抜けた最重要セ

めに必要とされたものは, コミュニケーショ

ンターであった｡ また, バーミンガムは, こ

ンの発達, 資本が格段に利用できるようにな

の時期, 商業センターを初めとし, 旅館, 地

ること, 人口増加や技術変化, 機械の改善な

方新聞などその他のサービスセンターとして

どがあげられる｡ ターンパイクや運河のよう

の役割を担っていた｡ 当初は, 当地や近隣の

な輸送の改善は, バーミンガムの産業発展を

村への商業や新聞などの専門サービスに限定

加速したものであり, それ以前に産業活動は

されていたが, 世紀が進むにつれ, バーミン

かなりなものになっていた｡

ガムのこの機能の重要性は増し, バーミンガ

なお,

世紀中葉に

は初めて正式の銀行ができて (

ムにサービスを頼る地域も拡大していった｡

), 資本の利便性が増したが, それ以

最後に, バーミンガムは, 金融サービスを提

前に, 地方の自営業者を通じたローン調達,

供するセンターでもあった｡

為替手形の手段による信用創造があり, それ

公的な銀行はなかったため, 自営業者の

らは銀行ができてからも繁栄した｡ 労働人口

に１人は銀行家か両替商であるといわれた｡

が増加すると小売業や家屋建築業が盛んにな

これらの三重の機能の成長に密接に関係する

るが, 労働力はすでにかなり豊富であった｡

のはコミュニケーションと輸送サービスの発

世紀の半ばには多くの特許, 手動機械の小

世紀前半には

展である｡ 道路事情は悪かったが

人

世紀初頭

さな改善はあったが, 産業発展は何らかの卓

の輸送は盛んだった｡ やがて, ターンパイク

越した単一要因の結果ではなく, 革命とはい

も整備され始め, 水運も改善されてくる｡ 製

えない｡ ワットの蒸気機関が綿業等に普及し

造物の商業センターと棒鉄の主たる取扱者と

たケースはイギリス産業史では例外であり,

なるにつれてセヴァン川への関心が高まっ

)

バーミンガムではその採用も遅かった ｡
世紀, 海外貿易は, バーミンガムの製造

た )｡ バーミンガムは南スタッフォードシャ
の町と直接に結ばれて陸路水路の要衝となっ

業者たちにとってすこぶる重要であると考え

)
)

)
)
)

近代初期のイングランド中西部における製鉄業・金属加工業の繁栄

かけてのバーミンガムの繁栄に重要な貢献を

たのである｡
バーミンガムの経済全体についての以上の
分析を前提に, 以下では,

なし,

世紀産業の主流でもあった )｡

世紀半ばごろま
(２) 真鍮産業

でのバーミンガム金属加工業のいくつかの代
表分野について検討したい｡

真鍮産業は

世紀にバーミンガムで急速に

拡大したもう一つの金属産業である｡ 大陸,
(１) 銃産業

とくにフランスへ真鍮製品が輸出された｡ バ

バーミンガムでは銃産業は
こり,

世紀初頭の２〜

世紀後半に起

ーミンガムでは, 当初, 金属それ自体の生産

年には政府の注文

よりも真鍮物品の製作に限定され, 金属はブ

を受け, また, 特に西アフリカへの輸出が急

リストルやチェドル (

増した )｡

ていたが,

世紀半ばごろには, バーミンガ

ムの銃産業は高度に専門化していた｡

) から供給し

年代頃にはバーミンガムで簡

年

単に製造されるようになった｡ この時期にバ

の最初の職業人名簿では銃メーカーとピスト

ーミンガムで真鍮産業が発展した理由は, 供

ルメーカーが別個である上, 銃身や銃ロック

給面で伝統的金属作業の技術が存在したこと

メーカーのように銃の部分によりメーカーが

と, 需要面で恵まれていたことである｡ すな

異なった｡ 業界組織はとても複雑で, 銃メー

わち, バックル, ボタンといった小間物業か

カーは組み立て専業が主であった｡

ら

二四半期のリストには

世紀第

もの銃の部品がみら

世紀後半には製品がより専門化し, 需要

が広範囲になったからである｡ 馬車や馬具の

れた｡ 基本プロセスはすべて手作業でスキル

装具, 飾り棚, 蒸気機関, ガス燈などである｡

が必要とされたため, 仕事は伝統的仕事場で

真鍮備品という消費社会の必要ばかりでなく,

遂行された｡ 戦争後の落ち込みなど注文に波

蒸気機関や上下水道など生産財・インフラ関

があるのでゆるやかでフレキシブルな組織が

連の増加する需要をも得ることになり幸運だ

適していたのである｡ 技術的発展は少しあっ

った｡ 海外市場は国内市場よりも重要だった｡

たが, 基本的な変化はなかった｡ また, 仕事

バーミンガムは真鍮と銅製品でヨーロッパと

場は町の小地域に限定され, 産出量は戦時と

大量貿易をしていたが, 仕事場のサイズは,

戦後では大変化したが,

大きくなる場合もあったが,

世紀中は劇的な構

世紀初頭から

造変化はなかった｡ 多くの点で銃産業は当時

年代でも少人数かつ小規模であった｡ 真

の典型的なバーミンガム産業だった｡ なぜな

鍮産業はバーミンガムの最重要産業のひとつ

ら, 手動機械を用い, 小さな仕事場で広範な

であって,

熟練労働者を雇用したこと, 高度に専門化さ

化していた｡

れ分業の進展と技術の非常な多様性が見られ

製品と真鍮製造で世界をリードしていた )｡

たこと, 当時の適切なレベルで生産を達成す

世紀半ばころにはその地位を強
頃にはバーミンガムは真鍮

なお, ブリストル近辺では,

年という

る能力を持った銃製造業者, 商人, ファクタ

早い時期に, コールブルックデールのダービ

ーなどまとまった人材が存在したことなどの

ーの祖先と北ウェールズのロイドによって真

ためである｡

鍮工場が建てられた｡ ブリストルはクエーカ

これらは成長し繁栄する国家経済の需要に

ーの絆の強固な土地であった｡ この会社
はのち,

小マスタ― (親方) 経済が適合するよい例で
ある｡ 銃産業は 世紀後半から
)

世紀初頭に
)
)
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) のパートナーシップ企業が中心
となって半世紀以上も真
)

的製造業者だった｡ 小間物産業は最広義では

鍮製造をしていた ｡ 真鍮に関しては, サン

ボタンだけでなく宝石類を含む｡ ピン製造や

プソン２世などのロイズ鉄事業会社 (

宝石類は,
) も

ったが,

世紀初頭にはあまり重要でなか
世紀半ばにはバーミンガムで最も

ブリストルのこの真鍮会社と深いかかわりが

有名な産業の一つとなった｡ その他, 鉛ガラ

あった )｡

ス, こんくり紙, パピエマシェ張り子, 漆塗
り, スティールペンなどあり, コイン製造は

(３) 小間物産業 (toy industry)

世紀初頭に確立したが, ボールトンは

バーミンガムは, エドモンド・バークによ
って ｢ヨーロッパの
得たが, この

とは今日とは違う特別な

紀末から東インド会社や英国政府へもコイン
を供給した )｡
ボールトンは, ワットと組んだ蒸気機関製

とは小間物

造で名高いが, ワットとの関係に入る前の経

) であって, 果てしなく様々なも

験も興味深い｡ ボールトンは父親の小間物業

意味合いをもっていた｡
(

｣ という名を

世

のを指していたが, 品物の大部分は鋼または
)

十分に硬くされ磨かれた鉄でできていた ｡
世紀後半から靴バックルが人気で, バーミ

を承継し (

年), 海外市場を知悉してい

たフォザギルと小間物・金属業の会社ボール
トン・アンド・フォザギル (

) を

ンガムや二三の近隣の都市からは, アメリカ,

始めた｡ パートナーシップを組んだのは, ソ

オランダ・フランス・ドイツ・イタリア・ス

ーホー (

ペインへと輸出された｡ しかし, 靴バックル

を始めるためであった｡ ジュニア・パートナ

は靴紐ができてからは廃れ, その後, ボタン

ーのフォザギルは, 輸出業の経験がありイタ

産業が急成長した )｡ 小間物産業は

世紀後

リア金属業の知識をもち, また, ドイツに親

世紀初頭に重要性が増した産業のひと

戚がいた｡ シニア・パートナーのボールトン

つである｡ もっとも, 部門によって変化は様

はソーホー工場の経営者で, 会社のチーフ・

々である｡

世紀半ばの小間物産業で最も発

セールスマンでもあった｡ 会社を立ち上げた

展した部門はボタン製造だった｡ これは, ジ

ときには, ますます儲かるようになる見込み

ョン・テイラー (

があった｡ 販売品は小間物・銀メッキ製品・

半と

) の会社と

既出のマシュー・ボールトン (
) とジョン・フォザギル (

) に新工場を建設し海外取引

金メッキ製品 (

)・テーブルウ

ェア・枝付き燭台 (
具などであった｡ 販売先は

)
)
レイストリッ
クによると ,
年に
が創設されたという｡ パートナーはア
ブラハム・ダービー, エドワード・ロイドなど
であった｡ このエドワード・ロイドはドロブラン
のチャールズ・ロイドのいとこらしい (
(
)
)｡
と
はおそらく同一の会社であろう｡
)
)

)・花瓶・文
年代半ばには

ロシアまでも含まれていた｡ 商売自体は繁盛
した )｡
バーミンガムの小間物業と宝石業は当時は
世紀よりずっと多くの割合輸出されていた｡
幾多の小製造業者は大量輸出貿易を確立せず
に頭角を現すことはできなかった｡ ごく少数,
たとえばジョン・テイラーの会社などは急速

)
)

(

)

近代初期のイングランド中西部における製鉄業・金属加工業の繁栄

に成長していたが, 大多数は, 海外商人とし

取引の割合は大きく, 為替レートの不安定さ

て行動していた仲買人のファクターに牛耳ら

など高度に投機的な輸入業のリスクがあった

)

れていた ｡ ジョン・テイラーは, 産業の偉

ので, 客の配分システムを工夫する必要があ

大なるキャプテン (

った｡ つまり, 客を分散するより, より良い

) と言われ, 小間物業で大いに儲け

ところに機敏に絞るのが理想であった｡ しか

輸出していた｡ フランス・ドイツとの競争に

し, コネクション重視のためあまり遵守され

もかかわらず儲けた理由は, 製造規模が大き

なかった )｡

く高度に画一化され, 部分的には機械化もさ

ボールトンは, 資本家・財務担当者として

れて経済的であったこと, 製品の多様性, 高

は, 常に厳しい財政的困難に遭遇したことか

度の分業と優れた展性のある合金の発見など

らみても, あまり優れていたとは言えないか

のためである )｡

もしれない｡ いつもいかにして借りるかに苦

商売が繁盛していたボールトン・アンド・

心していたが損失が膨らんだ｡ しかし, セー

フォザギルの初期の海外取引先はドイツ・フ

ルスマン・広報係としてはたいへんに優れて

ランス・イタリアであった｡ ドイツ自身は小

いた｡ ロンドンの王族, 貴族への働きかけ,

間物の大製造国であったが, イギリスは安価

新聞広告を出し, 海外でも活躍した｡ また,

でデザイン豊富な流行りものに特化したこと,

下院への輸出促進の働きかけ, ポルトガルや

バーミンガムでは分業が進み特に製品が安か

スウェーデン大使への輸出禁止解除の申請な

ったこと, ドイツの大定期市を利用しことな

どの政治的活動も目立った )｡ 機械類の助け

どで成功し得た｡ フランスでの成功は小間物

で当時としては大量生産の薄利多売であった

のより安いものを売ったこと, ユダヤ人商人

が, バーミンガムへの偏見をなくすために各

の活躍, 現地の労働者と工具の魅力から絶え

都市で最も評判のよい会社と取引をした｡ ま

間ない交易をしていたことのためであった｡

た, ソーホーにショールームを設けて客に宣

イタリアでの成功は, ボールトンが早くから

伝したことや労働者の入場を防ぐために入場

貴族などと広いコネクションを確立していた

券入りプライベートレターを出したことは今

ためであった｡ 長期の海外取引であるため,

日でも通用する商法である｡ 王族・貴族のお

商業サイドは高度に組織化された｡ 美しいパ

墨付きを得るために損得勘定なしに関わるこ

ターンブックも情報漏れを防ぐために暗号を

とは弱点とも言えるが宣伝としては効果的で

用いたり, 海外の客にもロンドンの客と同様

あった )｡

にこまめな保証をした｡ また, 委託販売手続

ボールトン・アンド・フォザギルの

年間

きを整え, 北方貿易で即時払いの時には５％

の貸借対照表を見ると, 財務的には好調にほ

の割引とするなど信用制度にも気を配った｡

ど遠く, ボールトン・アンド・ワットの蒸気

中小の業者を海外市場と結びつけるファクタ

機関に流動資本を提供したという伝統的解釈

ーは手形を保証したので客のための銀行家と

は誤りで, フォザギルの死と小間物業の再組

なっていた｡ 自ら金融機能を有するボールト

織のみが会社を破産から救ったという厳しい

ン・アンド・フォザギルの, ファクターとの

評価もある )｡ しかし, ボールトン・アンド

関係は難しいものであったが, ロンドンのフ
ァクターとの関係は維持した｡ それでも自前

)
)

(
(

)
)

)
)
)
)

(
(
(

)
)
)
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(４) まとめ
産業革命期前のバーミンガムの産業史は,

せよある程度の利益をあげていた ｡ ボール

北部の紡績産業などと比べれば華々しさに欠

トンは, 鋭いビジネスセンスを持っていたの

け, かつては伝統的なものの存続としてしか

にも関わらず, そして何よりも, 総売上高は

とらえられていなかった｡ しかし, バーミン

とても大きかったのにもかかわらず, 広報活

ガムでは

動と資金調達で多忙で, 生産管理者・経理担

変化が着実に進展していたのである )｡ その

当者としてビジネスにかかわる余裕が十分な

結果バーミンガムは実質的に西欧最大の金属

かったこと, あまりにもコネクションを重視

加工中心地へと成長し, その製品は, アフリ

しすぎたことなどのために,

カ・東インド・中央ヨーロッパ・南ヨーロッ

年間でそれほ

世紀半ばあるいはそれ以前に技術

どの利益をあげられなかっただけなのである｡

パ・北米植民地などへ盛んに輸出された (図

ちなみに, 前述したように, ボールトン・ア

１,２,３参照)｡ 射幸性は高いが将来性豊か

ンド・フォザギルの競争相手のテイラーは,

なこの産業の発展こそが, イングランド中西

この時期, 小間物業で大いに儲けていたので

部の木炭製鉄の活況をもたらし, さらに石炭

ある｡ この事業自体は非常に有望であったと

製鉄へのステップアップを準備したのである｡

いえる｡

(注) アメリカ合衆国は
(出典)

年に引き継いだ植民地を含む｡ 以下同じ｡
,

図１

)

(

)

加工真鍮輸出先の地理的分布

)

,

より作成｡

1700, 1750年

(

)
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(出典)

,

図２

(出典)

,

図３

より作成｡

鉄釘輸出先の地理的分布

1700, 1750年

より作成｡

加工鉄輸出先の地理的分布

1700, 1750年

不足から木炭製鉄業の末期の時代にあったと

４. おわりに

かつては考えられていた｡ しかし, 木材は決
して不足していたわけではない｡ それは木材

サンプソン１世とアンブローズ３世および

の価格がある程度一定していたことからわか

その息子たちの時代, イギリス製鉄業は燃料

る｡ 木炭に使う薪は, 地主の限界地の利用と
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して低木林で生産され, また, 崩れやすくて

サンプソン２世は父の仕事を承継してから

輸送がたいへんなことから地主と近場の製鉄

しばらくは鉄事業を発展させた｡ しかし, や

業者とは密接な関係にあった｡ 彼らの既得権

がて製鉄事業に消極的になり,

益擁護のため保護関税が課され木炭製鉄は繁

銀行業に入って行く決意を固める｡ 木炭製鉄

栄していた｡ スウェーデンやロシアと大きく

業が本格的に衰退していくのは

異なったのは労務費であった｡ コスト高にも

いうことを考慮するとロイズ家も木炭製鉄業

かかわらずイングランドの製鉄業が繁栄して

を継続してもよかったように思える｡ サンプ

いたのは, 完成品の棒鉄の需要がとても大き

ソン２世はなぜ銀行業に入っていくことを決

かったからである｡ 国内産の棒鉄だけでは需

意したのであろうか｡ それは鉄商売よりも金

要に追い付かず, 需要のほぼ半分は海外から

融の方が儲かるし安定的だと踏んだからであ

輸入するほどであった｡

ろう｡ そのあたりを解明するのが今後の課題

世紀半ば頃にはバ

ーミンガムの銃産業は高度に専門化し, (鉄
とは関係が薄いが)

世紀半ば,
世紀半ばと

である｡

世紀を通じて真鍮製品

産業が急拡大をして勢いを蓄え, また,

世
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ーンパイクの整備, 水運の改善がみられた｡
この時期, 旺盛な金属製品の需要に支えられ
て製鉄業も有望だった｡ これらのサービス業
の発達, 金融サービスの提供と金属加工業や
製鉄業は相まって成長したのである｡ アンブ

(
(武内達子訳

)
イギリスの製鉄業

早稲田大学出版部
(

年

年｡)
)

ローズ３世とサンプソン１世などの鉄卸商人
はこの両方を股にかけて活躍したのであり,
儲けの種であるという点では両者は同じであ

.
(

)

った｡
)

(

近代初期のイングランド中西部における製鉄業・金属加工業の繁栄

)
(

)

(

(

(

)

(

)

)

)
(

)
(

(

)

)

(山本通訳
論

産業革命のアルケオロジー

年｡)
(

(

新評

)

)
熊澤喜章 (
流通の構造｣
(

)

巻｡

) ｢イギリス木炭製鉄業末期の銑鉄
明治大学大学院紀要商学篇

第

