
いまの世界はどうやって作られたか ＞ 大航海時代 

大航海時代 儲かる「国際商品」による支配 

BE-DO-HAVE の「HAVE（所得欲）」に集中した我欲の時代 

15世紀半ば以降、大航海時代の始まり、ポルトガルは、アフリカの西側を支配しながら、南端の

喜望峰を回ってインドに到達した。さらにマレー半島を回って、マカオに拠点を作った。スペイン

はジェノバ商人コロンブスの提案を採用し、西回りにインドに到達しようと大西洋を横断し、アメリカ

大陸を発見する。この後、オランダ、イギリス、フランスとヨーロッパ諸国の世界進出が続いた。

「大航海時代」は、ヨーロッパ人が全世界に進出して、大陸を「発見」したとされ、「進んだ文化の

布教と富の探検への旅」であった、と語られる。しかし、実態は、どんなものだっただろうか。 

 

「国際商品」による富の奪い合い 

当時、酷寒の地、ヨーロッパはまだ貧しかった。そこに中東のアラブ商人が、オリエントの豊かな

商品を持ち込んできた。砂糖や香辛料、絹織物、宝石、珊瑚、真珠、陶磁器、、、豊かなオリエ

ントの物産は、ヨーロッパの上流階級のあこがれであった。しかし、交易のためにヨーロッパがアラ

ブ商人に提供できるものは限られていた。羊毛、皮革、毛皮、蜜蝋などである。不足分は、金や

銀で支払うしかなかった。莫大な金銀がアラブ商人の懐に流れ、ヨーロッパの金銀の貯蔵量は

減少していった。 

 

そこで、金銀の減少を防ぐために、ヨーロッパからアラブ商人に特別な商品が提供された。白人

奴隷である。ヨーロッパの商人たちは、ポーランドからロシアのウラル山脈にいたる平原で、スラブ

人を捕らえては、アルメニアの黒海沿岸で、胡椒、砂糖、絹織物、宝石と交換した。奴隷は毛皮

に次いで主要な商品だった。ここから、スラブが「奴隷（スレイブ）」の語源となったのである。 
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中東アラブ人との確執 

アラブ商人と取引をしていたヴェネチアやジェノバの商人は、東地中海沿岸の住民をさらって

は、奴隷として売りさばいた。ヨーロッパ内での戦争に負けた地域の住民も奴隷として売られた。

占領された土地の男性の多くは殺され、女性は奴隷市場で売買された。今日、欧米と中東の背

景にあるのは、ヨーロッパの人々が渇望していた香辛料、絹、染料、薬、陶器、そしてインドや遠

いアジアの国々の宝石や珊瑚と引き替えに、ヨーロッパから金・銀、そして白い肌の女性を奪い

取ったアラブ人に対する激しい怒りや恐れの心理がある。 

 

それまでオリエントとの交易を独占してきたアラブ商人をポルトガルが駆逐すると、スペイン、オラ

ンダ、イギリス、フランスも次々と参入してきた。最大の成功者はイギリスで、無敵艦隊スペインを

破り、ポルトガルやオランダ船を見つけ次第、攻撃した。「大航海時代」とは、「所得欲」に駆られ

た欧米諸国が、世界中を「奪い合いの海」にした時代だったのである。 

 

「所得欲」が生んだ産業革命と三角貿易 

アラブ商人を駆逐すると、ヨーロッパでは以前より格安の値段で、オリエントの商品を入手できる

ようになった。砂糖、香辛料、宝石、綿織物や絹織物などが大量に流れ込んだ。さらに、彼らの

「所有欲」は増大した。輸入していた綿製品をなんとか国産化しようと、紡織機の開発、改善が

進み、さらに 18世紀のジェームズ・ワットによる蒸気機関の発明で、イギリスの生産性は一気に

増大した。この産業革命によって、経済は発展し国力は増大したが、

「所得欲」は満足させられなかった。この頃、インドの支配に成功した

イギリスは、アフリカからも大量の奴隷を拉致し、インドから繊維製品

の原料やアヘンを大量に獲得し、そして中国の茶を買うために、インド

のアヘンを中国に売りつけるという作戦をとった。多くの欧米人は、か

つて中国人にアヘン中毒が多かった、と思っているが、それが彼らの

先祖が原因であったことは、うまいこと忘れている。いやむしろ、中国

人がアヘンを止められたのは、自分たちイギリス人のお陰だと信じて

いる人が少なくない。 

 

さらに、新大陸アメリカでインデアンを虐殺し、土地を奪い、綿花が栽培できるようになると、大量

のアフリカ人奴隷を使って綿花を栽培させ、それをイギリスで綿布にしてアフリカに売る、という

「三角貿易システム」も作り上げた。数百万人規模の奴隷を労働力としてアフリカから調達し、ア

メリカの農園で使う、などという、日本人から想像もつかないビジネスモデルは、ヨーロッパ人にと

っては、長い間当然だった「奴隷で稼ぐ」という手段だったのである。こうした世界規模の搾取の

システムを作り上げた当時の欧米諸国の原動力は、帝国主義の土台にある「所得欲」であった。 

三角貿易の例 
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【参考】 ラーニングエッジ社長週報 2008年 6月 15から一部抜粋、編集 

今回の週報は、株式会社とは何なのか、という点と日本経済についてお話をしたいと思います。

と言いますのは、ちょうど今週、ラーニングエッジの株主総会がありまして、株式と言うものの本質

を理解する非常によい機会だからと思うからです。日経新聞を読むと、当然のように使われてい

て、いまさら知らないとは言えない社会のこと、会社のこと、日本経済の基礎（財政状況など）に

ついて、今回はお話したいと思います。 

 

そもそも株式会社と言う概念は、ヨーロッパにおける大航海時代に始まりました。当時の有名な

会社としては、映画「パイレーツオブカリビアン」にも登場する「東インド会社」です。ちなみに「東イ

ンド会社」は、オランダが最初。イギリス、スウェーデン、デンマーク、フランスなどにもあり、各国が

しのぎを削る競争をしていました。西暦 1,600年前後から始まったインドや東南アジアなどの地

域との香辛料貿易における商業、軍事、殖民に関する様々な権利を保有していました。当時、

肉の腐食を遅らせて味を良くする香辛料は、非常に価値あるものとして、莫大な富を生み出し、

儲かっていました。が、当時の航海はリスクが高く、遭難したり、難破したりして、投資プロジェクトと

しては安定感の低いものでした。例えば、王族が 1億円を投資して、うまくいけば 10億円以上

になるが、船が遭難すれば、リターンはゼロというものです。 

 

そこで、常に航海をする、永続的な「組織」（「ゴーイングコンサーン」と言います）として、貿易を

行うようになります。プロジェクトとして投資してうまくいけば返金してもらえるという形式の場合は、

1回毎のプロジェクト精算なので分かりやすいですが、永続組織となると返金が曖昧になります。

そこで、「株」（stock）という証書を発行することで、複数の投資家で少しずつのシェア（分け前）を

持って、リスクに応じたリターンが得られるようになり、たくさんの人が参加できるようになったという

訳です。これが、株式会社（Joint Stock Company）の始まりです。 

 

株式会社であれば、投資家の資金を集中して多額の資本金とすることが可能となります。もし倒

産して、損失が発生したとしても、その危険を多数の投資家が分散して負担できます。株主は自

由に株式を売買でき、当初の出資者が経営に関与しなくても企業は存続していくことができま

す。さらに利益があれば、株主に対して利益の配分（配当）がなされます。また株主には、株式

総会に出席して議決する権利も与えられます。これが株式というもののメリットです。 

 

日本における、会社形態としては、株式会社以外に、有限会社（2006年 5月 1日の会社法施

行と有限会社法の廃止により、設立できなくなった）、合資会社、合名会社、LLC（合同会社）な

ど、たくさんの法人の形があります。合資、合名、合同などは、それぞれ手続きが簡素化された

組織として、何らかの目的を持って活用するのでなければ、上記の株式というもののメリットを考

えると、会社経営は、株式会社を持ってすることのメリットのほうが一般的には大きいです。 
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また、日本における株式会社の概念は、坂本竜馬の亀山社中に取り入れられたのが最初、と言

われていますが、実質的に日本で最初の株式会社は、1873年の第一国立銀行（旧第一勧業

銀行、現在の「みずほ銀行」）です。これは、国立銀行条例に基づくものであり、「国立」とは書い

てあるものの、渋沢栄一氏によって立案、創設された民間経営の団体でした（ちなみに商法に基

づく最初の株式会社は、1893年に設立された日本郵船株式会社です）。第一国立銀行は民

間企業でありながら、当初は紙幣の発行も認められていました（ただし兌換紙幣で、金との交換

が条件）。 

 

渋沢栄一氏は、「日本資本主義の父」とも呼ばれていて、東京ガス、キリンビール、サッポロビー

ル、東京証券取引所、帝国ホテル、東京海上火災保険、王子製紙、東洋紡績(TOYOBO)、日

本郵船、東京急行電鉄、東急不動産、日本赤十字社や各種有名大学の設立などの社会活動

にも貢献した素晴らしい人物です。彼の著書「論語と算盤」は、論語を読んで人格を高め、算盤

を学んで経済発展を実現しなさい、というメッセージですが、学ぶべき点が多いです。 

 

また、鮎川義介（あゆかわよしすけ）氏は、日本の実業家、政治家。日産、日立製作所、日立金

属、日本テレビ、日本水産、日本ビクター、日本鉱業（現・JXホールディングス）、日本油脂

（現・日油）、日本蓄音機（現・日本コロムビア）、日産ゴム（現・兼松日産農林）、日産火災海上

傷害保険（現・損保ジャパン他）、銀座久兵衛などの、1万社を超える企業グループを生み出し

た日産コンツェルン創始者で、満州重工業開発株式会社総裁、貴族院議員、帝国石油株式

会社社長、石油資源開発株式会社社長、参議院議員などを歴任されました。彼は、名も残さ

ぬ、金もいらぬと言い、自分の名前を付けずに企業グループを作り上げたという、世界に誇るべ

き人物が日本にいたことを、我々日本人は知っておくべきです。鮎川義介氏の生き方は、実に

単純明快でした。彼の信条はただ、「誠心誠意仕事をすること」、「金持ちにならないこと」、「中

小企業を助けること」でした。生涯に 1万以上もの企業グループをつくりあげ、日産コンツェルン

総帥という立場にありながら、「鮎川」と名のつく会社はひとつとして作らなかったし、会社を作れ

ば、それを誰かに任せた。そして、自身の資産というものをほとんどもたなかった。ちなみに渋沢

栄一氏と、鮎川義介氏は、私が尊敬するモデルです。彼は自分の死後も続く日本になくてはな

らない組織をいくつも生み出したと言う点で、尊敬に値する人物と言えるでしょう。 

 

現在の経済の多くの部分は、彼らが作った株式会社の経済活動によってもたらされています。

現代社会においては、政府がどれだけがんばっても、宗教活動がどれだけがんばっても、株式会

社（の経営者と社員）が頑張らないと、実質的な意味において、経済は豊かにならないのです。

政府が、道路を作るとか、公共施設を作るとか、教科書を出版すると方針を決めた後に、それを

最終的に形にして実行するのは民間組織です。すなわち我々のような会社組織、株式会社の

構成員です。民間の株式会社が頑張ることで、社会経済が豊かになるのです。 
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21の視点 所有の経営 理念の経営 絆徳の経営
判定

ABC

あなたがこれから

取り組むべきこと

思想の違い 1. 中心的な思想
お金

経済合理性、拝金主義

社会

理念、顧客や社員の利益

道徳

絆徳哲学、報徳思想、ワンネス

大切なもの 2. 守りたいもの 自分 会社 ひとり、ひとりとの絆

3. 中心にある感情 恐れ、不安、所有欲、成功、達成 使命感、貢献、信頼、信用 素直、感謝、慈愛、和

4. 歴史的背景にあるもの 大航海時代、帝国主義 東洋思想 和魂洋才（西洋＋東洋）

5. 優先順位 資本家（株主利益）、経営者 お客さまは神様、社員を大事に

幸福社員で先客後利

EH > CH > P

※ 上下関係ではなく、因果関係

会社の方針 6. ミッション、ヴィジョン 人を動かす美辞麗句 世のため、人のための言語化
なぜ働くのか？何を目指すのか？

の言語化

7. 行動指針
収益性の向上

資産や株主利益の最大化

利他、貢献

忠孝、滅私奉公

三方良し、継続性、SDGs

和を以て貴しとなす

8. オフィス（職場）とは
社員が来るべき場所

時間の拘束

社員が働く場所

活躍できる場所

共に学び成長するコミュニティ

存在価値を認められる場所

生きがいや、よい氣を感じる場所

オペレーション
9.

規律、ルール、契約
性悪説、厳格、きっちり 性善説、時に甘い、ゆるい

厳格な規律と柔軟性の両立、

人間的要素を考慮

10.

システム化、マニュアル

化

効果的、効率的 人に依存しがち
モラルに基づくルール化と、

信頼による自由度の両立

11. 働くことの意味 役割や業務の遂行、苦役、苦痛
周り（ハタ）を楽にする

働く喜び

つながる喜び、働く幸せ、

安心・安全、夢と希望への近道

12. 上下関係の基準

ヒエラルキー
資産、所有権、肩書き、売上規模 年長者、肩書き、儒教的

歴史的背景

モラルオーソリティ

関係性 13. 経営陣の社員への関係性支配的 友好的、家族的 愛し守るべき家族

14. 人事評価 減点方式、成果報酬
人格と能力

長くいると評価される

人事評価を成長の機会、

価値観やあり方（徳性）と、

パフォーマンス（貢献）を考慮

15. 顧客とは
カスタマー、一般消費者

お金を払う人

お得意さま、贔屓客、愛用者

継続してお金を払ってくださる人

クライアント：守るべき人 or

レイヴィングファン：熱狂的信者

16. 仕入れ業者 安く買い叩く 適正価格で取引 共に価値を創る

利益を生むもの 17. 利益の源泉 他者の犠牲によって 創造した付加価値によって
独自の価値を届けることによって

人を幸せにすることによって

18. 日常の営業活動

商品を安く仕入れるor開発し、な

るべく経費をかけずに、なるべく

高い値段で、たくさん販売する

理念を作り、理念を社内に浸透さ

せて、目指す方向をあわせる、信

用信頼を重ねて、お得意さまを増

やす

Level1　人との絆を結ぶ

Level2　至誠、勤労、分度、推譲

Level3　経世救民、人類救済

目指す姿 19. ビジネスの目的
短期的利益の最大化

四半期決算

関わる人々の幸せ

社会への価値提供

経世済民、人類救済

人によいことをして、よりよい世界を実現し人々

を救う

20. 時間軸 短期、四半期決算、1年間ほど 中長期、数年から10年ほど
世代を超える長期

100年経営、1,000年経営

21.

成功した会社がしている

こと

儲かる仕組みや商品を作ること
理念による採用、理念による教育

社員を大事にすること

徳によって絆が結ばれ、三方良しの経済合理的な

エコシステムが矛盾なく機能している
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