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研究成果の概要（和文）： 本研究は、近代アジアにおける船舶の航行記録をデータベースとして整理し、それ
を地理情報システム（GIS）で分析することによって、非欧米圏の世界貿易の構造を解明することを企図した。
1913年のデータベースが完成した。データを分析した結果、東アジア地域には世界最大規模の海運網が形成され
ていたことを明らかにした。そして、アジアを4地域（中国、日本帝国、東南アジア、南アジア）に分けてマト
リックス分析した結果、4地域内部での交易が、域外との交易よりも大きいことが明らかになった。つまり、ロ
ーカルな交易の規模が大きいほど、世界貿易との関わりも深いことが示された。

研究成果の概要（英文）：  This research elucidated the trade structure of modern Asia by 
constructing a database of shipping intelligence. A feature of this study is to analyze this 
database by Geographical Intelligence System (GIS). The database of 1913 are completed. The data 
demonstrated that the East Asian region had formed the world's largest shipping network in 1913. 
And, applying the matrix analysis by dividing Asia into four regions (China, Japanese Empire, 
Southeast Asia, and South Asia), we found that intra-regional trade is greater than extra-regional 
trade. Further, the larger the scale of intra-regional trade, the larger the scale of extra-regional
 trade.

研究分野： 経済史
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研究成果の学術的意義や社会的意義
  本研究の意義は、アジアと欧米の経済規模に対する通念を再検討する際に、相互に比較可能な歴史統計を構築
したことである。アジアでは、欧米と比べて、近代で体系的に記録された統計数値が乏しい。本研究は、各港で
断片的に記録された航行記録を掘り起こし、それらを結合した。そして、それを分析した結果、少なくとも海上
貿易において、アジアと欧米の間に大きな規模の違いがないことが証明された。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1) かつて西洋中心的な歴史観に基づいて、アジアを停滞した社会とする見方が存在した。し
かし、貿易統計に基づいた実証研究が進むにつれて、アジアにはヨーロッパに勝るとも劣らな
い規模の貿易が存在したことが解明され、かつての歴史認識は相対化されつつある。 
 
(2) この潮流を継承、発展させようとした研究が、「世界貿易の多元性と多様性‐「長期の 19

世紀」アジア域内貿易の動態とその制度的基盤」（科学研究費基盤 A 平成 23～27 年度 研究
代表者：城山智子）である。この研究を通じて、船舶の航行記録という膨大な資料を活用でき
る可能性が見出された。しかし、資料が膨大であるため、上記の科研では、データベースを完
成させるに至らなかった。 

 
２．研究の目的 
(1) 本研究の目的は、上記の科研で発見された資料を、集中的に収集するとともに、それをデ
ータベースとして整理することで、貿易統計と相互補完できる新たな歴史統計を作成すること
である。 
 
(2) 19世紀から 20世紀前半にかけて、船舶の航行記録を再現することによって、国単位で集
計される貿易統計では見えない、より下位の港単位の分析を可能とする。これによって、近代
アジア域内交易の構造についてより実証的な根拠に基づいて解明する。 
 
３．研究の方法 
(1) 船舶の航行記録は、新聞紙上に掲載された。アジア・太平洋の主要な港湾の新聞は、近来
各国の国立図書館などでデジタル画像として公開されるようになった。この環境を活用するこ
とによって、33の港についてデータを収集できた。このデータを研究補助員 2名によって整理
した。利用したソフトは、マイクロソフト社の ACCESS である。 
 
(2) 完成したデータベース（以下 DBと略記）は、研究協力者の手によって地理情報システム
（GIS）に変換され、空間分析のソフトウェア（ArcGIS）を活用することで、貿易ネットワーク
の構造分析を行った。 
 
４．研究成果 
(1) データベースの規模。本科研は 1913 年のデータを完成させた。1913 年とは、第一次世界
大戦直前、つまり 19 世紀的な近代世界の最終的な局面を典型的に示す年である、と考えられる。
1 船舶による 1 航海を基準にすると、同年、このアジア・太平洋の海域では、合計 11 万 2054
航海の記録を収集することができた。すでに存在する欧米圏の研究と照合すると、本 DBは、世
界海運の約 30％を網羅している、と推定される。 
 
(2) 船舶の特徴。本 DB によると、アジア・太平洋地域には、1913 年に 4505 隻の西洋式船舶
が稼働しており、そのうち 3828 隻は汽船であった。1913 年までに海運における帆船の比率は
15％程度まで低落していた。次に船籍についてみると、同地域で稼働していた船の 1934 隻
（43％）はイギリス船籍であった。以下アメリカ、日本、ドイツ、オランダ、ノルウェー、フ
ランス、ロシアと続き、船籍でみると、欧米系の船舶が主要な海運会社であった。この他に、
同地域では、241隻の軍艦が稼働していた。船舶の平均総トン数は 3362 トン、平均建造年数は
14 年であった。 
 
(3) 港湾の規模。本 DBには国内貿易も含まれ
ているため、港湾の規模を外国貿易と統合する
形で見ることができる。貿易統計の場合、一部
の例外を除いて、国内貿易は統計に含まれてい
ない。貿易統計で見た場合、1913年時点で、世
界最大の港はニューヨーク、次いでロンドンで
あった。アジアでは香港が世界 6 位、上海が世
界 8位である。しかし、本 DB でみると、国内貿
易が含まれているため、上海の地位はニューヨ
ークに比肩する規模になる。このように、海運
統計を利用すると、貿易統計で見る以上に、ア
ジアの交易規模は大きくなる。 
 
(4)  航路別の海運量。航路別に総トン数を計算
することで、各港が貿易のなかで位置する構造
を確定した。航路の数は、6047航路あった。そ
のうち 500万トン以上の航路はわずか 5 航路に
すぎない。それは図 1にみるように、すべて東

図 1 東アジアの海上ハイウェイ 

注：Google Map を用いて作成 



図 3 ハワイ諸島の航路 

図 4 海域マトリックス（世界） 

図 5 海域マトリックス（アジア） 

アジアに集中していた。横浜、神戸、上海、漢口、香港、シンガポールの 6港の間に世界最大
規模の海運ネットワークが 1913年の時点で形成されていた、という事実を見出した。これを「東
アジアの海上ハイウェイ」と命名する。 
 
(5) 地域交易圏。東アジアの規模には及ばないものの、東南アジア、南アジア、オセアニア、
そして北米西海岸にも、100 万トン級の海上ハイウェイが形成されていたことを見出した。図 2
にみるように、アジア間貿易とは、複数の地域交易圏を内包するものであったことが、海運の
分析で解明された。そして各地域
交易圏には、その交易の拠点とな
る港湾が存在し、そこからさらに
毛細血管のように小さな交易ル
ートが形成されていた。このよう
な地域交易圏の拠点港として、サ
ンフランシスコ、シドニー、ボン
ベイ、シンガポールが挙げられる。 
 
(6) 毛細航路。ハイウェイの下
位には、毛細血管のように細かな
航路が存在しており、その内部に
もヒエラルキー構造が存在して
いる。図 3 はハワイ諸島の航路図であり、ホノル
ルを拠点に諸島を結ぶ網の目のような航路が形成
されていたことがわかる。このような細かな航路
のヒエラルキー構造を詳細に解明することも重要
であるが、この毛細航路を束ねたときに見えるマ
クロ構造とは何かを理解することが、認識の前提
になる。そこで、この航路を海域としてまとめ、
域内と域外に分けて全体造を把握することを試み
た。これが(7)で見る海域マトリックスである。 
 
(7) 海域マトリックス。図 4 は、本 DB の航路の
総トン数を海域別に集計し、その値を域内と域外
に分けて示した概念図である。この図で見るよう
に、どの地域でみても、域内海運のほうが域外
海運よりも規模が大きい。無論、本 DBには大西
洋貿易が含まれていないため、仮説の域に留ま
るが、おそらく北米、欧州を入れても上記の事
実は当てはまるであろう。すなわち、世界貿易の 
発展は、域内交易の発展を礎とする。裏返すと、 
世界貿易が発展して域内交易が発展したのではな 
く、域内交易の発展が世界貿易を発展させたので 
ある。次に域内の交易に焦点を当ててみよう。図 
5 は、アジアだけを取り出した海域マトリックス 
である。アジア域内マトリックスでみると、各域 
内の交易の規模が大きいという事実を見出すこと 
ができる。図 4 で見出したことをより突き詰める 
ならば、世界貿易の発展は国内交易の規模に規定 
されていた、と読み替えることも可能である。 
 
(8) 含意。汽船は、アジア・太平洋地域にとって 
は、外来の技術である。そのため汽船の導入は 
「西洋の衝撃」として、それが地域内の在来的な 
海運市場に及ぼした影響が考察されてきた。その 
ため西洋による貿易支配からの自立という文脈で 
アジア海運史が構築されている。それに対して、 
本研究の成果は、従来のアジア海運史における、 
国際競争、対外自立、帝国主義という文脈を相対 
化する。すなわち、国際海運は、国内海運の延長 
として存在していたのであって、国内海運市場の 
規模こそが、当該国、当該地域の国際海運市場の 
規模を規定したのである。 
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