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Abstract 
 
This article develops a new perspective on the economy of colonial India. It focuses on 
the role of the energy market in industrial development. India had suffered severe 
energy problems due to massive deforestation long before the advent of British colonial 
rule. Under that rule the energy market was never fully integrated, despite the increase 
in coal production and the development of a railway system. These features did restrict 
the growth of industries, but simultaneously many industries seem to have developed 
‘resource-saving’ methods by utilising available energy sources. This suggests that 
India has taken a ‘resource-saving’ path for industrialisation, which partly explains her 
strong economic performance today. 
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植民地期インドの工業化に関する一考察―エネルギー市場との関連から∗ 

 

 

神田さやこ（慶應義塾大学経商連携 21COEプログラム・PD研究員） 

 

 

 

１ はじめに 

 

本稿は、従来の研究上の問題点を指摘した上で、植民地期インドの工業化（あるいは「脱

工業化」）の議論をエネルギー市場との関連から再構築し、新たな研究の方法論的枠組を提

示することを目指している。これまで、植民地期のエネルギー問題は、経済史および環境

史研究のなかで議論されてきた。経済史研究ではエネルギー・インフラストラクチュアの

未整備が工業化を阻害したこと、環境史では大規模な森林伐採が今日まで続く環境問題を

生みだした点が主張され、いずれにおいても植民地支配の弊害を強調する傾向が強かった。

こうした研究動向に対して、本稿は、植民地期以前から続く森林資源の枯渇がエネルギー

市場およびそれに依存する産業のあり方に大きな影響を与え、このエネルギー問題を克服

する形での産業の発展がみられたことを指摘したい。近年のインドの目覚しい経済発展を

背景に、南アジア経済史研究では、「労働集約型工業化」論1を中心に、従来の工業化・「脱

工業化」の議論に異論をとなえ、長期的視野にたった新しいパースペクティブを提示しよ

うとする動きがある。本研究もこうした持続的工業化・経済発展を明らかにしようとする

新しい研究動向のなかに位置づけられよう。 

インド史研究において、植民地期エネルギー市場はどのように議論されてきたのだろう

か。これまでの研究では、主要一次エネルギー源としての石炭産業が独立後に飛躍的な発

                                                        
∗ 本稿は、慶應義塾大学経商連携 21COEプログラム・歴史分析班の「エネルギー生産・流通を中心
とした日本・アジア歴史統計データベースの作成」の一環として、現在作業をすすめているインド

石炭産業に関する歴史統計の収集および分析、データベースの作成の成果の一部である。なお、本

稿は、2005年 7月 15日に開催された COE研究員報告会での報告内容を加筆・修正したものである。
本稿の作成にあたり、杉山伸也先生・古田和子先生に有益なコメントを頂戴した。記して感謝した

い。 
1 Tirthankar Roy, Rethinking economic change in India: Labour and livelihood (London and New York: 
Routledge, 2005). なお、2002年の第 13回国際経済史学会（於ブエノスアイレス）では、杉原薫、Kenneth 
Pomeranz、Tirthankar Royらが中心となって、セッション（Session 52）が組まれるなど「労働集約型
工業化」に関する活発な研究がおこなわれている。 
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展を遂げたので、植民地期におけるその重要性が大きくとりあげられることは少なかった2。

植民地期における石炭業は、鉄道建設およびその安定運行・近代産業（鉄鋼・紡績・製紙・

セメント・製糖業など）の研究のなかで、あるいはその関連で議論されることが多かった。

また、産炭地やこれらの産業の中心が東部インドであったので、インド全体を対象に石炭

市場を議論するという視点が欠如していた3。こうした研究動向を背景として、植民地期に

は、エネルギー・インフラストラクチュアが十分に整備されず、経済活動の大半が「非商

業的エネルギー源」に依存していたと考えられ、石炭以外のエネルギー源である薪炭等の

市場に関する研究はほとんど進まなかった。近年、在来産業や小規模産業に関する研究も

進展し、そのダイナミックな側面に注目が集まっているものの4、動力化などエネルギー問

題は依然として議論されないままである。 

さて、エネルギー市場の構造や変化について理解するためには、森林資源の利用可能性

について検討する必要があろう。とくに、インドでは森林資源の利用可能性が石炭を含め

たエネルギー市場の形成に大きく影響していたと考えられる。森林資源については、これ

まで環境史研究のなかで活発に議論されてきた。研究の中心は、森林居住民の生活・村落

共同利用地の利用状況・開発との関係やその史的変化である5。南アジアの環境史研究では、

植民地支配の環境への影響も重要な議論の 1つである。ラムチャンドラ・グハ（Ramchandra 

Guha）に代表される｢新伝統主義派｣は、植民地支配によって、インドがもっていた「自然

を節約的に利用する文化を背景に、村落共同体の力で森林利用の規制をおこなうなど、森

林を保全する文化的・社会的制度」6が崩壊し、森林破壊が進んだと主張している。こうし

                                                        
2 植民地期インドの石炭産業を取り上げた代表的な研究として以下の研究があげられる。D. H. 
Buchanan, The development of capitalistic enterprise in India (New York: Macmillan, 1934); C. P. Simmons, 
‘Indigenous enterprise in the Indian coal mining industry, c.1835-1939’, Indian economic and social history 
review, vol.8, no.2 (Apr-Jun 1976); ‘Recruiting and organizing an industrial labour force in colonial India: The 
case of the coal mining industry, c. 1880-1939’, Indian economic and social history review, vol.8, no.4 
(Oct-Dec 1976); Dietmar Rothermund and D. C. Wadhwa (eds), Zamindars, mines and peasants: Studies in 
the history of an Indian coalfield and its rural hinterland (Delhi: Manohar, 1978). 
3 20世紀前半期の各産業における動力化について言及した研究として、Rajat K. Ray, Industrialization 
in India: Growth and conflict in the private corporate sector 1914-47 (Delhi: Oxford University Press, 1979), 
Chapter 3がある。 
4 例えば、Tirthankar Roy, Traditional industry in the economy of colonial India (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999); The economic history of India 1857-1947 (Delhi: Oxford University Press, 2000), 
Chapter 4. 
5 インドの環境問題に関する研究動向については、柳澤悠「インドの環境問題の研究状況」、長崎暢
子編『地域研究への招待』（現代南アジア１）、東京大学出版会、2002年、所収、213‐236頁を参照。
また、環境問題を多面的に扱った論文集として、柳澤悠編『開発と環境』（現代南アジア４）、東京

大学出版会、2002年がある。南アジアだけではなく、近年環境経済史への関心が高まっている。例
えば、『社会経済史学』第 68巻 6号（2003年 3月）を参照。 
6 柳澤「インドの環境問題」、215頁。「新伝統主義派」の代表的な研究として、Ramchandra Guha, The 
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た主張に対して、歴史研究の立場からさまざまな批判が出されている7。代表的な批判は、

植民地期以前から在来政権の下ですでに森林伐採や森林の耕地化が進んでいたという主張

である8。また、植民地期における森林伐採は、商業的木材需要の増加による乱伐ではなく、

耕地面積の拡大が主因であったとする主張する研究もあり、森林減少は長期にわたって多

様な要因によって進行したと考えられる9。 

いずれにせよ、地域的に差異があったものの、森林面積の縮小は 18世紀後半にはすでに

大きな問題となっており、それが植民地期に根本的に解決されることはなかったといえよ

う。その原因は、植民地政府の政策だけではなく、人口増加や商業化の進展など多様であ

った。こうした研究動向の中で、環境とエネルギー市場との関係、あるいはその経済史的

意義について議論した研究はあまり見られない。森林資源の利用可能性は、森林資源に依

存したエネルギー市場に大きな影響を及ぼしていた。近代産業・在来産業ともに、燃料価

格が製品価格を左右するだけではなく、燃料の確保が成長や衰退を決定する主因の 1つで

ある。モリス（Morris D. Morris）が指摘するように、植民地期インドの燃料費の高さが、

産業の発展速度に悪影響を与えていた10。植民地期インドのエネルギー市場の構造とその

経済発展における役割を十分に理解するためには、石炭市場に関する議論だけでは不十分

であり、森林資源を含むエネルギー市場全体を視野に入れた議論が必要であろう。 

近年、ポメランツ（Kenneth Pomeranz）が東アジアおよび北西部ヨーロッパそれぞれの

中心部地域との比較検討によって、産炭地への地理的近接性やそれを有効利用できる力が、

1800年以降の両者の工業化・経済成長の明暗を分けた１つの重要な条件となっていたと主

張している11。炭田を持つインドはどうであったのだろうか。被植民地という条件が、イ

ンドの工業化過程におけるエネルギー利用を大きく制約し、このことがインドの「低開

発」・「脱工業化」の主因の 1つとなったと考えられる。しかし、今日のインドの順調な経

済成長について議論するためには、インドの各産業がどのようにエネルギー問題を克服し

                                                                                                                                                                   
unquiet woods: Ecological change and peasant resistance in the Himalayas (Delhi: Oxford University Press, 
1989); David Arnold and Ramchandra Guha (eds), Nature, culture, Imperialism: Essays on the environmental 
history of south Asia (Delhi: Oxford University Press, 1995)などがあげられる。 
7 例えば、Subir Sinha, Shubhra Gururani and Brian Greenberg, ‘The “new traditionalist” discourse of Indian 
environmentalism’, Journal of peasant studies, vol.24, no.3 (April 1997). 
8 例えば、Sumit Guha, Environment and ethnicity in India 1200-1991 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999). 
9 J. F. Richards, James R. Hagen and Edwards S. Haynes, ‘Changing land use in Bihar, Punjab and Haryana, 
1850-1970’, Modern Asian studies, vol.19, no.3 (1985). 
10 Morris D. Morris, ‘The growth of large-scale industry to 1947’, in Dharma Kumar (ed.), The Cambridge 
economic history of India, vol.2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp.599-600. 
11 Kenneth Pomeranz, The great divergence: China, Europe and the making of the modern world economy 
(Princeton: Princeton University Press, 2000). 
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てきたのかを明らかにし、植民地支配以前からのエネルギー利用や環境を含めた長期的な

議論が必要であろう。 

以上のような問題意識をふまえ、本稿では、以下の 2点について検討したい。第 1に、

インドにおける石炭生産量および貿易量に関する統計を利用して、石炭産業が本格的に始

まった 19 世紀初頭から独立（1947 年）までの石炭市場の動向について分析する。その上

で、第 2に、植民地期インドのエネルギー市場の問題点を指摘し、具体的な事例としてベ

ンガル製塩業および北西州東部の製糖業における燃料利用と、近代産業としての鉄鋼業の

立地を取り上げ、エネルギー市場との関係からインドの工業化（あるいはその阻害）につ

いて再検討する。本稿では、とくに石炭産業が主要エネルギー源として重要を高めていっ

た 19世紀に焦点をあて、20世紀については別稿で議論したい。 

 

 

２ 植民地期インドの石炭市場 

 

２‐１ 長期的趨勢 

 

 インドの石炭産業は、植民地支配と大きく結びついて発展した。炭層がイギリス支配の

中心であった東部インド（現在の西ベンガル州・ビハール州・オリッサ州・ジャルカンド

州）内陸部に集中していたことや、炭田開発および優良炭鉱の経営が 19世紀半ば以降ほぼ

イギリス系経営代理商社の手中に入ったことが、こうした傾向を決定的なものにしたとい

えよう。商業的石炭生産は、1774年にイギリス東インド会社員によって現西ベンガル州西

部のボルドマン（Bardhaman）県ラニガンジ（Raniganj）で始まり、1815年の立坑の開通に

よって本格化した。図 1（21頁）は、1827年から 1947年までのインドの年間平均出炭量

および輸出入量の推移を示している。これによると、インドの石炭生産量は、植民地期を

通じて増加していたことがわかる。石炭生産量が増加したものの、インドの石炭市場では、

19世紀末まで輸入炭が大きなシェアをもっていた。国産炭・輸入炭のシェアの地域別相違

は今後の検討課題であるが、19世紀末まで国産炭は産炭地のある東部インドを中心に供給

され、他地域、とくにボンベイ・マドラス港近郊地域では輸入炭流通量が多かったと考え

られる。19世紀末には、インドは石炭の国産化をほぼ達成した。 

図 1に示された生産量および貿易量の統計から、植民地期インドの石炭市場は、大きく
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３つの時期に区分可能である。第 1期は、商業的生産開始から 1850年代後半である。この

時期には、1820年代末以降の蒸気船の普及に伴う石炭需要の増加を背景として、石炭産業

の成長が始まった。第 2期は、鉄道の開通によって石炭需要が急激に増加しはじめる 1850

年代後半からはじまり、鉄道およびジュート産業を中心に石炭需要が安定的に増加してい

った 1900年頃まで続いた。この時期のもう 1つの特徴として、中央州における採炭開始な

どによる国産炭生産量の増加と輸送網の整備によって、国産炭市場がインド全域に拡大し、

輸入炭のシェアが縮小したことがあげられる。第 3期は 20世紀前半期である。戦間期につ

いては変動があるものの、生産量は著しい伸びを示している。1900年には 500万トンに満

たなかった生産量は、独立時には 3,000 万トンに達した。同時に、インド炭はセイロン・

シンガポール・海峡植民地・アデンなどに輸出されるようになった12。この時期には、新

たな炭鉱開発によって生産力が増加し、紡績・鉄鋼・製紙・製糖・セメント業などの近代

産業の成長や、電力需要の増加、鉄道距離の延長によって、インド石炭産業の急速な発展

が促された。次に、19世紀インドの石炭市場（第 1期および第 2期）について詳しく検討

していこう。 

 

２‐２ 第 1期（1815‐1850年代） 

 

国産炭供給が開始する以前には、インド石炭市場は、主要港（カルカッタ・ボンベイ・

マドラス・カラチ）近郊におけるイングランド炭市場に限定されていた。1815年に商業的

生産がはじまると、東部インドで国産炭市場の拡大がみられた。初の立坑が開通した 1815

年、ベンガルのイギリス東インド会社（以下、東インド会社と略）政府は、当時最有力代

理商会の 1つであったアレグザンダー商会（Alexander and Co.）を保証人として、起業家ウ

イリアム・ジョーンズ（William Jones）に 4万ルピーの融資をおこない、ボルドマン炭田

の開発を進めた。ジョーンズは、ボルドマン県の有力土地所有者から炭層がある土地を借

り、炭鉱経営をはじめた13。経営が軌道にのったのは、アレグザンダー商会自らが経営に

乗り出した 1824 年以降のことであった。ラニガンジ炭鉱の年間生産量は、1824 年には約

149トンであったが、1827年には 7,721トン、同商会が倒産した 1832年には約 1万 5,000

                                                        
12 A. B. Ghosh, ‘India’s foreign trade in coal before independence—A note’, Indian economic and social 
history review, vol.6, no.4 (Dec 1969), p.433; Shinya Sugiyama, Japan’s industrialization in the world 
economy: Export trade and overseas competition (London: Athlone Press, 1988), pp.187-190. 
13 Blair B. Kling, Partner in empire: Dwarkanath Tagore and the age of enterprise in eastern India (Calcutta: 
Firma KLM Private, 1981), pp.94-121. 
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トンにまで拡大した。 

1836年に、カー・タゴール商会（Carr, Tagore and Co.）がラニガンジ炭鉱を購入すると、

ボルドマン県における石炭産業は、蒸気船の普及による石炭需要の増加とあいまって急速

に発展した。同商会は、ベンガル人起業家ダルカナート・タゴール（Dwarkanath Tagore）

と、ウイリアム・カー（William Carr）やウイリアム・プリンセプ（William Prinsep）らと

パートナーによって、インディゴ危機に端を発した有力代理商会の相次ぐ倒産があった

1830 年代前半の不況後に設立された14。ラニガンジ炭鉱の購入によって、かれらはゆるや

かなパートナーシップで結ばれた関係ではなく、優れた経営チームになったといわれてい

る。経営手腕だけではなく、政府や地元の有力者との交渉能力・法務処理能力にも優れ、

流通網や販路の拡大に成功した。こうした総合的な力で、蒸気船をはじめとする石炭需要

の増加にこたえて、新たな炭鉱開発を進め、経営を拡大させた。インド石炭コークス鉱業

会社（the Indian Coal, Coke and Mining Company）などのイギリス系企業も採掘をおこなっ

ていたが、カー・タゴール商会の生産量が全体の約 70％をしめていた。 

カー・タゴール商会の最も重要な顧客は、蒸気船を多く所有する東インド会社政府であ

った。1828 年に蒸気船フーグリ（Hugli）のガンジス川航行に成功した東インド会社政府

は、1840 年の時点で、9 隻の蒸気船を所有していた15。そのうち 4 隻はガンジス川航行用

で、合計 600 馬力であった。蒸気船に装備された低圧モードリン機関は、1 時間につき 1

馬力あたり 10ポンドのボルドマン炭を消費するので、1 隻あたり 1 週間に 15時間航行す

ると仮定すると、年間石炭消費量は約 7,500 トンとなる。この量は、同商会所有のラニガ

ンジ炭鉱の生産量の 30％に相当した。1849年には、政府所有の蒸気船数は、海上航行用 9

隻・河川航行用 10隻にまで増え、その他にも 15隻の民間蒸気船があった。しかし、国産

炭供給量は増大する需要を満たすことはできなかった。また、灰分・水分を多く含む国産

炭は品質が劣るため、市場では高品位の輸入炭（主にニューカッスル炭などの北イングラ

ンド炭）が好まれた。1840年までには、高品位のボルドマン炭はイングランド炭の 90％く

らいまで質を上げたといわれるものの、高品位炭の生産量は限定されていた。 

また、価格面でも、国産炭は輸入炭に比べて割高であった。1842年の価格は、ボルドマ

ン炭１マン（約 37.3キログラム）あたり 0.5ルピーであり、質の高いイングランド炭価格

                                                        
14 カー・タゴール商会については、Kling, Partner in empireを参照。 
15 Kling, Partner in empire, p.99. 蒸気船に関する詳細は、Henry T. Bernstein, Steamboats on the Ganges: 
An exploration in the history of India’s modernization through science and technology (Hyderabad: Orient 
Longman, 1960)を参照。 
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（1マンあたり 0.5625ルピー）と大きな相違はなかった。高値の原因として、第 1に、カ

ー・タゴール商会が輸入炭を含む石炭市場をほぼ独占していたことがあげられる。第 2に、

1840年代初頭に、ボルドマン県で発生した大洪水によって国産炭生産量が激減したことが

指摘される。第 3は、アヘン戦争によって、軍艦で利用される石炭の需要が急増したこと

であった。最後に、高輸送コストがあげられる。ボルドマン炭は、ダモダル（Damodar）

川を下り、まずカルカッタ近郊のアムタ（Amta）貯炭地に運ばれ、そこからフーグリ川を

経てカルカッタと、そのフーグリ川対岸のハオラ（Haora）に運ばれた。石炭運送は雨季の

10日間に限定されていた。なぜなら、ダモダル川は重要な交通路であったものの、その期

間しか石炭運送が可能な水量を維持できなかったからである16。石炭船は、この間3～4回、

ボルドマン炭田とアムタを往復した。河川水量が十分でないと、重量を軽減するために石

炭の一部を途中で廃棄せざるをえないため、しばしば輸送中に多大な損失がうまれた。ま

た、商品輸送が集中する雨季に備えて、船頭と船を事前に確保しておく必要性からコスト

がさらに増加した。ボルドマン県北西部ラジハラ（Rajhara）炭鉱の石炭は、コエル（Koel）

川やソン（Son）川を経由してガンジス川に運ばれ、そこから直接パトナ（Patna）以西の

北インドに供給されたが、この時期にはその量は少なかった。このように、輸送問題によ

って、この時期の国産石炭市場は地域的にカルカッタおよびその近郊に限定された。 

北インドに移出された石炭の大半は、蒸気船の燃料補給に使用された。カルカッタから

北インドの主要都市であるベナレス（Benares）までの航行に、蒸気船は必要量の 4分の 1

しか燃料を積載することができなかったので、両地を結ぶ主要河川沿いにいくつかの貯炭

地が設置された。重要な貯炭地は、バギラティ（Bhagirathi）川沿いのカトヤ（Katoya）・

バハランプル（Baharampur）、ガンジス川沿いのラジマハール（Rajmahal）・モンギール

（Monghyr）・ディナプル（Dinapur）・ガジプル（Ghazipur）・ミルザプル（Mirzapur）・アラ

ハバード（Allahabad）であった。乾季におけるベンガル・北インドルートとして重要な、

ガンジス河口を経由するシュンドルボン（Sundarban）・ルートでは、クルナ（Khulna）・ク

マールカリ（Kumarkhali）・サルダ（Sarda）が重要な貯炭地であった。これらの貯炭地の

多くは、重要な市場地でもあり、1830年頃までは東インド会社の商館所在地、すなわち綿・

絹織物業が盛んな地域でもあった。1840・50年代における石炭生産量の増加によって、東

部インドおよびガンジス平野では、これらの貯炭地兼市場地から、地域的な石炭市場が形

成されていった可能性が高い。産炭地であるボルドマンに近く、市場であるカルカッタに

                                                        
16 Kling, Partner in empire, p.98. 
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隣接するハオラでは、鋳物・製粉・精米・製藍工場が多く建設され、動力化が進んだ。 

このように、東インドおよび北インドの一部地域では、カルカッタを中心に国産炭・輸

入炭を含む石炭市場が形成されていったのに対して、他の地域では石炭市場の形成はきわ

めて限定的であった。輸送手段が整備されていないので、東インド炭を南インド・西イン

ドに移出することは難しく、これらの地域では主にイングランド炭・ウェールズ炭が利用

されていた。石炭の使途は、蒸気船やヨーロッパ系資本の軽工業などに限定されていた。

こうしたなかで、在来産業は、燃料を薪炭や草・藁などの在来燃料市場に大きく依存して

いた。東インドにおいても、19世紀前半期における石炭の高価格とエネルギー需要の増加

は、代替燃料としての薪炭市場も拡大させていたと考えられる。高価な石炭の代用に薪の

蒸気船への使用もあったので、森林資源の減少によって逼迫していた薪炭市場はさらに逼

迫し、他のエネルギー源市場を圧迫した。したがって、この時期には、燃料価格が高騰し、

藁や草などの低発熱量のエネルギー源市場でも供給不足や価格上昇がみられた。石炭の登

場は、植民地期以前から続くエネルギー問題を残存させたまま、東部インドのエネルギー

市場を拡大させたといえよう。 

 

２‐３ 第 2期（1860‐1890年代） 

 

 1830・40年代に、ボルドマン近隣地域における炭田の調査・開発が進み、1850年代半ば

以降、鉄道の開通に伴う需要の急増によって、インドの石炭産業は急速に発展した。第 2

期の特徴の 1つとして、鉄道網の整備によって、東インドに限定されていた国産炭市場が

拡大したことが指摘できる。東部インドでは、1855年にラニガンジ炭鉱とハオラを結ぶ鉄

道が開通し、カルカッタへの石炭の安定供給が可能となった。1860 年までにはカルカッ

タ・北インド間に鉄道網が整備され、ボンベイおよびマドラスも、それぞれの後背地と鉄

道で結ばれた。1861年に 1,587マイルであったインドの鉄道距離は、1881年に 9,723マイ

ル、1901年に 2万 4,185マイル、独立時には 4万 4,722マイルにまで延長した17。第 1期に

おける舟運による石炭輸送問題は鉄道網の整備によって改善し、インドの石炭市場は地域

的にも量的にも拡大した。とくに、カルカッタを始発とする鉄道会社である東部インド鉄

道（the East Indian Railway）、1862年開通の東部ベンガル鉄道（the Eastern Bengal Railway）

および南東部鉄道（the South Eastern Railway）におけるボルドマン炭利用率は高かった。

                                                        
17 Ian J. Kerr, ‘Introduction’, in Ian J. Kerr (ed.), Railways in modern India (Delhi: Oxford University Press, 
2001), pp.1-2. 
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また、デリー・パンジャブ鉄道（the Delhi-Punjab Railway）のデリー・アムバラ（Ambala）

間は、全燃料にボルドマン炭を使用した18。1865 年の東部インド鉄道のボルドマン炭消費

量は約 10万 5,483トンであり、その翌年には 18万 9,470トンにまで増加した。この量は、

ボルドマン炭田の出炭量の約 47％に相当した。鉄道距離の延長だけではなく、汽車の安定

的運行にも石炭の安定供給は必要不可欠であり、鉄道は石炭産業の発展に大きな役割を果

たした。 

価格の低下も石炭需要の増加および国産炭市場の拡大を後押しした。ボルドマン炭価格

が輸入コークスに比べて低下し、ボルドマン炭利用は鉄道の輸送コストを大幅に削減させ

た。鉄道用に調達されたボルドマン炭価格は、1851年にはイングランド炭の 3分の 1、1855

年にはその 6分の 1にまで低下した19。1855年上半期におけるイングランド産コークスを

使用した燃料費は、マイルあたり約 0.8 ルピーであったのに対して、同年下半期にはボル

ドマン炭導入の結果、約 0.13ルピーにまで低下したと報告されている。 

 鉄道距離の延長と並んで、この時期には、東部インドのジュート産業に代表される近代

産業の発展が石炭産業の成長を促進した。イギリス系経営代理商社が優良炭鉱およびジュ

ート工場の経営を同時におこなうことが多かったので、東部インドのジュート産業は動力

資源の確保の面できわめて有利な条件下にあった。東部インド石炭市場では、国産炭価格

の低下や供給量の増加によって、1870 年代末には輸入石炭市場がほぼ消滅した。しかし、

次章で詳述するが、西インドや南インドでは、事情が異なった。1860年代に中央州におけ

る炭鉱開発がはじまったものの、鉄道による輸送コストが依然として高いため、ボンベイ

やカラチなど西部インドでは、国産炭と輸入炭の価格に大差がなく、国産炭とウェールズ

炭が市場のシェアをめぐって激しく競争していた20。こうした状況も 1900年頃までには改

善され、インドにおける石炭需要はほぼ国産炭でみたされるようになった。しかしながら、

西インドと南インドの石炭市場は依然として小さく、動力コストの高さが産業の近代化に

とって大きな問題となっていた。 

第 1期、第 2期を通じて、インドの石炭市場は地域的にも量的にも拡大し、産業の発展

を支えた。しかし、石炭市場の形成にはいくつかの問題点があった。第 1 に、従来の研究

                                                        
18 Hena Mukherjee, The early history of the East Indian Railway 1845-1879 (Calcutta: Firma KLM Private 
Limited, 1994), pp.147-148. 
19 Mukherjee, The early history, pp.145-146. 
20 B. R. Tomlinson, The economy of modern India 1860-1970 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 
first published in 1993), p.123. 
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でしばしば指摘されてきたように21、イギリス系経営代理商会が有料炭鉱の大半を経営し、

石炭市場を寡占していた。そのため、石炭はイギリス資本が深くかかわる産業を中心に供

給され、在来産業への石炭供給はなかなか進まなかった。現地資本経営の小炭鉱のほとん

どは、低品位炭しか産出できず、鉄道による石炭運搬の面でも不利であったので、大規模

な需要を見込んだり、市場を開拓したりするのはむずかしかった。第 2は、石炭市場の地

理的分断である。産炭地をもつ東部インドと他地域では、石炭利用において大きな差があ

った。東部インドでは国産炭供給量の増加によって輸入炭市場が縮小したのみならず、東

南アジアを中心に石炭を輸出するようになった。その一方で、西部インドでは 1930年代ま

で輸入炭市場が存続した。インド政庁は、エネルギー・インフラの整備を積極的に進める

こともなく、エネルギー供給の地域間・産業間格差などの問題の是正を目的に石炭市場に

介入したのは、独立直前の 1944年であった。最後に、これまであまり注目されてこなかっ

た点として、他のエネルギー源との関係を指摘できよう。木炭用薪材の備蓄量の枯渇がエ

ネルギー市場の大きな問題となるなど22、19 世紀後半においても、石炭以外の在来エネル

ギー源の重要性は高かった。蒸気機関の燃料をめぐって石炭と薪炭は競合関係あったので、

薪炭価格の変動が石炭需要の増減に影響を与えていた可能性はきわめて高い。薪炭価格は

低発熱量燃料エネルギーである草や藁の価格にも影響を与えていた。このように、エネル

ギー市場は重層的な構造をもっていたが、それぞれを切り離して検討したり、熱量の多い

エネルギー源への転換の進行という単純な構造にはあてはめて議論したりすることはでき

ないのである。 

 

 

３ 植民地期インドの工業化とエネルギー市場 

 

３‐１ 植民地期インドのエネルギー問題 

 

 これまで植民地期インドの石炭生産および市場について概観してきたが、石炭を含めた

エネルギー市場はどうなっていたのであろうか。主要なエネルギー源は、薪・木炭・草藁

類・動物糞（動物糞に乾燥させた藁や草をまぜたもの）であり、石炭が主要エネルギー源

                                                        
21 Tomlinson, The economy, p.123; Dietmar Rothermund, An economic history of India from pre-colonial 
times to 1991 (London and New York: Routledge, 1993, 2nd edition), pp.59-60. 
22 John M. Hurd, ‘Railways’, in Kumar (ed.), The Cambridge economic history of India, vol.2, p.749. 
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の1つに成長したのは、鉄道開通とともに需要が増加した19世紀半ば以降のことであった。

1960‐61 年度の統計によると、エネルギー供給における各エネルギー源の割合は、石炭

22％・石油 19％・水力発電 4％・その他 55％となっている23。その他には、薪などのエネ

ルギー源が含まれ、植民地期には、これらの割合はもっと高かったであろう。ここで指摘

しておかなければならないのは、薪・木炭・草藁類・牛糞などのエネルギー源もまた、市

場で売買されていたことである。これらの燃料、とくに薪炭の確保は、産業の発展・存続

にたいして強い影響力をもっていた。 

 植民地期以前のインドでは、国家や地域的有力層が森林資源への支配力を強め、軍事上・

徴税上の理由から大規模な森林伐採をおこなっていた24。数世紀にわたる森林伐採によっ

て森林資源が減少し、主要交通路や都市部周辺を中心に薪炭不足がおこっていたとみられ

る。主要交通路であるガンジス河畔では、木材や薪炭は遠隔地から運ばれ、市場で取引さ

れていた25。ボンベイでは、17 世紀にはすでに木炭価格の高さがイギリス商館員によって

報告されている26。このように、17‐18 世紀には、インドでは深刻な薪炭不足直面してい

た。薪炭に関する研究はこれまでほとんどないが、その背景にある森林資源の枯渇は、植

民地期の「木材危機」に関する記述から知ることができる。 

東インド会社は、ベンガルを支配下においた 18世紀半ばには、船舶・建物の建材として

の「木材危機」にすでに直面していた。森林資源の確保が、ネパールやマラータ領への積

極的な領土拡大の 1つの重要な動機であった。さらに、18 世紀後半から 19世紀初頭にか

けて、地球規模で資源確保の戦略的重要性が認識され、とくに英仏が資源をめぐる激しい

抗争を繰り広げていた。こうした事情を背景に、南アジアでは、ビルマおよび南西インド・

マラバール海岸付近の豊かな森林資源が注目され、開発が進んだ。イギリス支配初期の 18

世紀後半から 19世紀前半には、ヨーロッパ系・インド系（とくにパールシー系）商会が主

導して大規模な森林伐採がおこなわれた。また、同時期には、木材資源の確保だけではな

く、英領地域における徴税圧力の強まりによって、森林の耕作地への転換が進んだことも、

森林資源減少に拍車をかけた。このような状況のなかで、東インド会社は、1812年に、中

                                                        
23 Biplab Dasgupta, The oil industry in India: Some economic aspects (London: Frank Cass & Co., 1971), 
p.91. 
24 C. A. Bayly, Indian society and the making of the British Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 
1988), pp.138-141; Richard H. Grove, Green imperialism: Colonial expansion, tropical island Edens and the 
origins of environmentalism, 1600-1860 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), Chapter 8, 
pp.380-473. 
25 Bernstein, Steamboats, p.111. 
26 Ａ・Ｊ・カイサル（多田博一・篠田隆・片岡弘次訳)『インドの伝統技術と西欧文明』（平凡社、
1998年）、150‐152頁。 
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央ベンガルのボアリア（Boalia）で実験的な植林を開始し、植林地域を近隣のビハール州・

オリッサ州に拡大していった。こうした植林政策は、木材危機の深刻さのあらわれといえ

よう。しかし、19世紀半ばには、鉄道の枕木需要の急増が木材危機に拍車をかけた。カル

カッタ市場における国産枕木価格はイギリスからの輸入枕木価格を上回るほどであった27。

こうした国産枕木価格の高さは、チーク材の不安定な供給と、カルカッタおよび北インド

内陸部における造船・建設業の発展による木材（とくにシッソ材と沙羅双樹材）需要の急

増に起因していた。チーク材は、英領ビルマのテナセリム（Tenasserim）地域から切り出

され、ラングーンおよびモールミェン（Moulmein）港から運搬された。ビルマのチーク材

輸出は、対イギリス輸出が中心であったので、カルカッタ市場への供給はイギリス市場の

動向に左右された。さらに、英領インドの内国関税がカルカッタにおけるビルマ産チーク

材価格を上昇させた。シッソ材や沙羅双樹材などの堅材の主要供給源は、ネパール南部タ

ライ平原であった。しかし、開発が困難であり、輸送手段が限定されていたので、カルカ

ッタから北インド・ガンジス平原にかけての木材市場では、供給不足が続いた。ベンガル

域内や近隣のビハール州・オリッサ州にも沙羅双樹林があったが、これら地域では枕木や

建材に使用可能な大木が枯渇していたと考えられる28。このように、森林資源の減少によ

って 19世紀インドの木材市場は逼迫していた。こうした木材市場の状況の薪炭市場への影

響と両者の関係については今後の検討課題としたいが、植民地期以前から続くエネルギー

不足問題が、上述したような植民地期における急速な木材資源の開発や、耕地面積の拡大

によって改善されたとは考えにくい。 

 

３‐２ エネルギー市場の地域的分断 

 

 植民地期インドのエネルギー市場には、地域的分断という特徴があった。まず、薪炭市

場からみてみよう。インド各地の都市部や主要交通路周辺では、周辺地域だけではなく、

辺境地域からの燃料・木材の移入が大規模におこなわれていた。北インド・東インド平野

部では、ネパールや北インド山岳地域から薪・木材が移入され、西インドや南インドでも、

主要河川の上流地域から供給されていた。薪炭・木材の不足は、しだいに供給元を拡大さ

                                                        
27 Mukherjee, The early history, pp.117-123. 1851年のカルカッタ市場における枕木価格は、2ルピー
10アナから 8ルピー12アナで、イギリスではルピー換算で 1ルピー10アナであった。 
28 現西ベンガル州のメディニプル（ミドナプル）県西部の沙羅双樹林の開発について、Mark 
Poffenberger, ‘The resurgence of community forest management in the Jungle Mahals of West Bengal’, in 
Arnold and Guha (eds), Nature, culture, imperialism, pp.342-348. 
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せ、市場圏を広域化させていたと考えられる。 

薪炭不足は、とくに西インド・中央インドで深刻であった。土壌や降雨量の調査による

と、西インドの海岸地域は、熱帯常緑樹・半常緑樹の森で覆われ、西部・中央部高原の大

半は湿生・乾生の熱帯落葉樹あるいは熱帯茨が生い茂っていたはずだという29。しかしな

がら、これらの地域は、数世紀にわたる伐採・移動農耕・野焼き・放牧などによって草地

と化し、薪・木材調達を広域の市場に依存せざるをえなくなった。深刻な木材不足は、1730

年のマラータ（Maratha）王国における宮殿建設時に報告されている。中央インド・ナグプ

ル（Nagpur）王国では、150キロ離れた森林から建材を運んでいた。19世紀はじめの西イ

ンドや中央インドでは、不耕作地が多かった。不耕作地にはアカシアなどの低木が叢生し

ていたが、建材に利用しうる大木はなかった。したがって、建材は、竹材で代用されるか、

遠方からの移入に依存していた。低木林地で採集される草・薪・木炭などの燃料は、林地

の住民から近隣耕地の住民に販売されるだけではなく、ボンベイをはじめとする大都市の

市場に移入されていた。例えば、南部インドの南カナラ地方（現在のカルナータカ州南部

およびケララ州北部にまたがり、1862 年にマドラス管区の一行政区となった地域）から、

大量の薪がボンベイ市場向けに移出されていた30。このように、最大の消費地であるボン

ベイを中心に、西インドでは広域にまたがる薪市場が形成されていたとみられる。 

 西インドは、薪だけではなく石炭利用についても不利であった。前節で述べたように、

19世紀インドの石炭産業は、生産・流通・消費すべてにおいて東部インドを中心として発

展した。高い鉄道輸送費は、他地域における国産炭利用を著しく制限していた。19世紀半

ばのボンベイでは、石炭・薪価格ともに高価であった31。このことが、ボンベイの紡績・

織物工場の動力化の進行を阻害する 1つの原因となっていた。1856年にアジア初の蒸気機

関を利用した紡績工場が稼動を開始したが、ブームにもかかわらず、1865 年には 10 工場

にしか増加しなかった32。綿業を中心に西インドは、19 世紀半ば以降の現地資本による工

業化を牽引したが、安価で安定的なエネルギー源の確保が重要な課題であったといえよう。 

石炭利用に不利な西インド・南インドでは、動力を確保する必要から水力電気の開発が

進んだ33。水力電気の使用は、1897 年に東北インド・ダージリンで始まった。その後の大

                                                        
29 Guha, Environment, pp.30-40. 
30 Jaques Pouchepadas, ‘British attitudes towards shifting cultivation in colonial south India: A case study of 
South Canara District 1800-1920’, in Arnold and Guha (eds), Nature, culture, imperialism, p.131. 
31 Morris, ‘The growth of large-scale industry’, p.574. 
32 Tomlinson, The economy, p.109. なお、1820年代にベンガルのボアリアで蒸気機関を利用した綿織
物工場が設立されたが、失敗している。 
33 Ray, Industrialization, pp.65-66. 
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規模な水力電気開発の中心は、南・西インドであった。中でも、南インド・マイソール王

国とボンベイのタタ（Tata）・グループによる開発が重要である。1902 年に、マイソール

王国では、カヴェリ（Kaveri）川のシヴァサムドゥラム（Sivasamdram）中州に、初の水力

発電所が建設され、都市および農村への電力供給がはじまった34。南インドでは、インド

政庁も、潅漑機能を阻害しない地域での水力発電に乗り出し、1904年にニルギリ（Nilgiri）

丘陵のカルテリ滝（Karteri Falls）に小規模の実験的水力発電所を建設し、アルヴァンカド

ゥ（Aruvankadu）の官営コルダイト工場への電力供給を開始した。ボンベイでは、タタ・

グループが 1907 年に政府からボンベイ市への水力電気供給の許可を取得し、1910 年にタ

タ水力電気供給会社（the Tata Hydro-Electric Power Supply Company）を設立した。同社は、

グループの鉄鋼工場への水力電気の供給も部分的に認められた。こうして、1914年にはボ

ア・ガート（Bhore Ghat）でインド最大の水力発電所が建設された。水力電気の普及は、

1920・30 年代における西インド・南インドの産業（とくに綿業）の発展を促進した35。し

かし、動力コストはなかなか低下しなかった。ボンベイでは、電力は相対的に安価であっ

たが、絶対的には高価であった。電力価格は、1ユニットあたり 0.55ルピーで、北米やス

カンジナビアの電力価格の 5.5～11倍であった36。内陸部では、電力価格はさらに上昇した。

モンスーン気候のインドでは、大型の貯水池建設が必要であったので、水力発電コストが

上昇した。 

 1897～1940年の間に建設された主な水力発電所は、21箇所にのぼった。その地理的分布

をみると、南インド 7 箇所（Cauvery-Mettur発電所除く 6 箇所の最大電力 83,250kW）、ボ

ンベイ 5箇所（最大電力 108,324kW）、北インド 8箇所（最大電力 61,572kW）であった。

なお、北インドの水力発電所のほとんどは急流がある山岳地帯に位置していた。東インド

では大規模な水力電気の開発が試みられなかった。同地域では石炭が比較的安価であった

ので、水力電気開発の必要性が総じて希薄であったと考えられる。このように、インド各

地域のエネルギー市場の相違は、水力電気開発の地理的分布にもよく示されている。 

 

 

 

 

                                                        
34 Whitcombe, ‘Irrigation’, pp.731-734. 
35 Ray, Industrialization, pp.65-66. 
36 Morris, ‘The growth of large-scale industry’, p.600. 
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３‐３ エネルギー市場と在来産業―製糖業と製塩業を事例として― 

 

燃料不足や燃料価格の高さは、在来産業の発展や衰退に大きな影響を与えていた。例え

ば、鉄道建設はレンガ需要を増大させ、線路建設の周辺地域におけるレンガ製造業の発展

を促した。しかし、レンガ製造工程に必要な薪炭不足が燃料の安定的確保をむずかしくし、

鉄道建設へのレンガの安定供給の弊害となっていた37。こうしたなかでも、石炭が燃料と

してレンガ産業に供給されることは少なかったと考えられる。19世紀において石炭が燃料

として在来産業に利用されることはほとんどなく、在来産業では、低木や草類などの低発

熱量エネルギー源の利用可能性やリサイクル燃料の有効活用が燃料問題を解決する重要な

課題であった。具体的な事例として、北インド・連合州東部のゴラクプル（Gorakhpur）県

における製糖業（甘蔗糖生産）とベンガル製塩業（海塩生産）をとりあげ、在来産業にお

ける燃料問題およびそれへの対応について検討していこう。 

まず、ゴラクプル県の製糖業をみてみよう。製糖業では、甘蔗汁を煮詰める工程で燃料

を使用し、1マンのグル（未精製の赤砂糖）生産に同量の薪を必要とした38。また、グルを

砂糖（チニ）に精製する工程でも燃料を要した。ゴラクプル県では、薪が主要燃料であり、

ラプティ（Rapti）川上流地域（連合州北部およびネパール）の森林から移入していた。薪

以外にも、近隣の沖積土地帯で叢生するジャオ（jhao）という潅木や、リサイクル燃料と

してハレタ（haretha）と呼ばれる乾燥した植物の茎が使用された。ゴラクプル県近郊では、

農民の多くが米作よりも高値で取引されるジャオの育成に力を入れるようになったといわ

れる39。ジャオの高値の背景には、薪不足に起因した燃料市場の逼迫が考えられる。20 世

紀初頭には、モーリシャス糖・甜菜糖輸入の増加によってゴラクプル県製糖業も激しい国

際競争に直面した。こうした競争のなかで、在来糖業の一部は市場での競争力を高めた。

このように成功したのは、必要な燃料を比較的安価に調達することができた地域（ゴラク

プル県内ではゴラクプル区）であった40。在来糖業が存続する一方で、19 世紀末には、カ

ンプル（Kanpur）をはじめとする連合州東部諸都市では、蒸気機関や遠心分離機などの設

備をもつ近代的製糖工場が設立された41。ラジャット・ライ（Rajat Ray）によると、近代

                                                        
37 Mukherjee, The early history, pp.127-129, 134-136. 
38 Shahid Amin, Sugarcane and sugar in Gorakhpur: An enquiry into peasant production for capitalist 
enterprise in colonial India (Delhi: Oxford University Press, 1984), p.82. 
39 燃料需要の増大に伴うジャオ乱伐は、ジャオ叢生地の減少をまねいた。このことは沈泥による土
壌肥沃化を妨げ、農地を洪水にたいして脆弱にしたと言われている。 
40 Amin, Sugarcane, pp.93-94. 
41 Amiya Kumar Bagchi, Private investment in India 1900-1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 
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工場でも、燃料としてバガス（サトウキビを搾汁後に乾燥させたもの）が使用されていた

ので、製糖業の発展には、石炭や水力電気などの新たな動力源を必要としなかったという42。

高価な石炭・薪価格が、バガスなどリサイクル燃料の有効利用を促進していたといえるだ

ろう。このように、連合州の在来・近代製糖業では、地元特有の潅木やリサイクル燃料の

利用によって、産業の発展を阻害する燃料問題を克服していた。 

 次に、東部インド・ベンガル地方における製塩業をみてみよう43。ベンガル製塩業では、

海水から集めた鹹水（採鹹）を煮詰める（煎熬）二工程で塩を生産していた。煎熬工程で

利用される燃料には、低発熱量の草や藁が利用された。ベンガルでは、1772年に東インド

会社の塩独占体制が成立し、1780年以降製塩は東インド会社が直接管理するようになった。

この独占体制下では、東インド会社が製塩労働者に前貸金を与え、製塩シーズン終了後に

全生産量を引き取って販売した。この製塩前貸金には燃料費も含まれ、製塩労働者は、製

塩地近くの草地・農地の所有者や近隣農民から燃料を購入していた。近隣で手に入らない

場合は、遠方に出向いたり、カルカッタをはじめとする近隣の大市場で調達したりしてい

た。このことは、藁や草の市場が発達していたことを示唆している。19世紀前半には、カ

ルカッタ藁市場における価格上昇44と耕作地面積の拡大や河川の浸食に伴う草地面積の縮

小によって、燃料費が高騰した。潅木の小枝が燃料として代用されることもしばしばあっ

たが、高発熱量燃料である薪炭が煎熬に使われることはなかった。こうした背景として、

第 1に、薪市場の逼迫が考えられる。第 2に、ベンガル塩業では、薪燃料が敬遠されてい

た点が指摘しうる。なぜなら、高値で取引される高品質塩の生産には、低カロリー燃料で

長時間かけて煎熬する必要があったからである。結晶が荒く不純物が多い低級品は輸入さ

れていたので、ベンガルでは藁・草燃料を使った高級塩生産が主流となっていた45。 

                                                                                                                                                                   
1972), p.362. 
42 Ray, Industrialization, pp.141-142. 連合州東部の製糖工場は、1935年までには、ガンジス運河水力
発電計画（the Ganges Canal Hydro-Electric Scheme）によって、電化された（Elizabeth Whitcombe, 
‘Irrigation’, in Kumar (ed.), The Cambridge economic history of India, p.734）。 
43 植民地期初期のベンガル製塩業の詳細については、Sayako Miki (Kanda), ‘Merchants, markets, and 
the monopoly of the East India Company: The salt trade in Bengal under colonial control, c.1790-1836’ (PhD 
thesis, University of London, 2005)；三木さやこ「ベンガル塩商人の活動とイギリス東インド会社の塩
独占体制（1788～1836年）」、『社会経済史学』第 68巻第 2号、2002年 7月、を参照。 
44 1800年から1818年までの間に、カルカッタ市場における藁価格は、2～3.8倍に上昇していた（Miki, 
‘Merchants, markets’, pp.151-152）。 
45 瀬戸内では、ベンガルと類似した採鹹・煎熬による製塩がおこなわれ、燃料に松葉が利用されて
いた。19世紀前半に同じく燃料不足が問題となっていた瀬戸内塩業では、低発熱量の松葉炊きから
薪、さらには石炭へと燃料を転換していった。高発熱量燃料の使用に伴う煙害や品質の低下などの

問題があったが、煎熬釜の改良など技術改良を重ね、問題を解決していった。日本における石炭焚

への転換については、廣山堯道「石炭焚の普及」、日本専売公社編『日本塩業体系』（近世・稿）、日
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南アジアにおける海塩生産では天日製塩法が一般的であり、ベンガルにおける採鹹・煎

熬法は特殊であった。ベンガルでは以下の 2つの地理的条件からこの方法がとられた。第

1 に、多湿のベンガルでは日照だけで塩を結晶化することがむずかしかった。第 2 は、製

塩燃料が製塩地近郊に豊富にあったことである。採鹹・煎熬法は、天日製塩法よりも高度

の技術を必要とし、結晶が細かく不純物の少ない高級塩を生産することができた。東イン

ド会社の塩独占体制下のベンガルは、地理的条件をいかして高級塩生産に特化していった。

しかしながら、燃料問題がベンガル製塩業のコストを上昇させ、結果的に競争力を失わせ

る 1つの要因となってしまった。燃料市場が逼迫するなかでの薪や石炭など高カロリー燃

料への転換はむずかしかった。こうしたなかで、ベンガル塩市場では、ベンガル産高品質

塩との競争によって南インド産天日塩がしだい品質を向上させ、ベンガル塩と競合するよ

うになっていった。このように、燃料問題は、ベンガル製塩業の衰退をもたらした一方で、

南インド塩は燃料を利用しないという利点をいかし、ベンガル塩との競争で質を高め、市

場を拡大していった。従来の研究では、19世紀半ばにイギリスの帝国主義的政策とイギリ

ス産業利害の圧力によって、リヴァプール塩がベンガル市場に流入したことが、ベンガル

製塩業衰退の原因と考えられてきた。しかし、リヴァプール塩流入以前に、産業における

燃料利用の差に端を発した地域間競争が一因となって、ベンガル製塩地域の多くが衰退し

ていたのである46。 

 

３‐４ エネルギー市場と近代産業―鉄鋼業の立地をめぐって― 

 

鉄鋼業は、20世紀前半以降のインドの工業化を牽引した代表的な産業の 1つである。現

ジャルカンド州ジャムシェドプル（Jamshedpur）において近代鉄鋼業が軌道にのるまで、

インド鉄鋼業は 18世紀後半以降多くの試みと挫折を繰り返してきた。そうした多くの挫折

がエネルギー問題に関係したものであった。インド鉄鋼業の中心地は、19世紀末まで鉄鉱

石資源が豊富な南インドであった。東インド会社は、18 世紀後半から 19 世紀半ばにかけ

て、東インド会社やヨーロッパ系企業のニーズに合わせて、さまざまな方法で近代的鉄鋼

                                                                                                                                                                   
本専売公社、1983年、を参照。このようなベンガルと瀬戸内の相違を生んだ主因の１つが、製塩業
をとりまく燃料市場の問題であったと考えられる。両者の比較については、別稿であらためて議論

したい。 
46 ベンガル製塩業の衰退は、東インド会社塩独占体制下におけるベンガル塩業の高コスト化が大き
な原因であった。高コスト化の原因には、燃料価格の高騰・南インド塩との競争以外に、消費者選

好・労働市場・禁制塩市場・商家経営など多様であった（詳細は、Miki, ‘Merchants, markets’, chapters 
2 and 3を参照）。 
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業の導入を試みた。その方法は、全工程を近代化するのではなく、在来製鉄業の一工程に

おける生産性を上げるというものであった47。例えば、在来製鉄業における燃料の木炭か

ら石炭への転換や、炉への送風方法の改善などである。マドラス近郊のポルト・ノヴォ

（Porto Novo）など南インドでは、動力として牛を利用し、燃料として木炭を利用した工

場が、東インド会社の融資をうけてヨーロッパ系企業によって設立されたが、在来産業の

域を出たものではなく、大きな赤字をかかえて 1846年には倒産した。 

19世紀後半期の南インド鉄鋼業は、木炭を利用した製鉄法をとり、鋳鉄や鋼ではなく錬

鉄の海外市場向け生産を目的としていた。イギリスを除く北大西洋地域でも、木炭を利用

した錬鉄が生産の中心であったので、南インド錬鉄も、市場で十分に競争できる可能性が

あった。しかしながら、南インド製鉄業では、木炭価格の高さが生産コストを押し上げ、

競争力を維持することができなかった。国内市場においても、安価に農具や火器を供給で

きる在来製鉄業との競争に敗れた。それにもかかわらず、鉄鉱石資源の豊富な南インドで

は、19世紀末の時点でも、木炭を利用した近代的製鉄業の可能性が引き続き模索され、マ

ドラス政庁も、鉄鉱石資源が豊富な南インド鉄鋼業の発展に尽力したが、成功しなかった。 

インド鉄鋼業の父と呼ばれる J. N. タタは、中央州で木炭を利用した高炉の建設を計画

していた。しかし、タタは、木炭製造に必要な森林資源が十分にないためにこの計画を断

念し、東部インドにおける石炭を利用した鉄鋼生産に目を向けるようになった。したがっ

て、19世紀末以降のインド鉄鋼業の中心は、南インドから鉄鉱石および燃料となる石炭を

産出する東部インドに移った48。1907 年に設立されたタタ鉄鋼会社（Tata Iron and Steel 

Company）は、オリッサ州マユルバンジ（Mayurbhanj）産鉄鉱石とベンガル州ジャリア

（Jharia）炭鉱の高品位炭を利用して、現ジャルカンド州のジャムシェドプルで 1912 年に

操業を始めた。ジャムシェドプルは、原料生産地に近接するのみならず、当時のインド最

大の鉄鋼市場であったカルカッタまで 152マイルと、立地条件が整っていた。こうして、

鉄鋼業を中心とした近代産業の成長によって、20世紀前半期の石炭産業の急成長が開始し

た。 

このように、エネルギー・インフラ整備の遅れが原料・資本の有効利用を阻害し、19世

紀における産業の近代化・近代産業の成長に影響を与えていた。この鉄鋼業の立地をめぐ

                                                        
47 Morris, ‘The growth of large-scale industry’, pp.583-592. 
48 タタ鉄鋼会社以前に、1889年には、マーティン商会（Martin and Co.）のベンガル鉄鋼会社（the Bengal 
Iron and Steel Company）が国際競争力のある銑鉄の生産に成功している（Chikayoshi Nomura, 
‘Corporate organization of Indian business enterprises during the British colonial period’, Journal of the 
Japanese Association for South-Asian studies, no.17, October 2005, p.48）。 
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る事例は、植民地期インドの工業化を議論するうえでのエネルギー資源の利用可能性・エ

ネルギー市場の役割の重要性をよく示しているといえよう。 

 

 

４ おわりに 

 

植民地期以前から、インドは森林伐採の進行によって深刻な燃料不足に直面しており、

エネルギー市場は地域的分断をいう大きな問題もかかえていた。イギリス支配は、エネル

ギー問題を根本的に解決せず、エネルギー市場の発展に貢献することはなかった。イギリ

ス支配期の森林資源の開発や耕地面積拡大による森林の減少がエネルギー問題を悪化させ

ただけではなく、石炭市場の形成が在来エネルギー市場の構造を変化させることはなかっ

た。石炭が経済成長や産業の発展を促進する力を持つようになったのは 20世紀以降のこと

であった。ハード（John M. Hurd）が指摘するように、インド石炭産業の発展は、他の国

や地域とは異なり、機械の導入・規模の経済・生産性の向上、その結果としての価格の低

下に直結することはなかった49。インド石炭産業は、きわめて労働集約的であり、安価な

労働力の存在が生産工程の変化を阻止し、高い輸送費が石炭価格の高値を維持した。その

ため、生産量の増大に付随する効果は、きわめて限定されていたのである。また、19世紀

における鉄道網の整備がインドのエネルギー市場を統合することもなかった。したがって、

植民地期以前からのエネルギー市場のあり方が、植民地期インドの工業化の方向性を決定

付ける大きな要因であったと考えられる。すなわち、植民地期インドのエネルギー市場の

「質」はきわめて悪く、この「質」がインド工業化を遅らせた 1つの要因になっていたと

考えられる。低質のエネルギー市場は、鉄鉱石などの資源の有効活用を阻害し、現地資本

家層の工業投資を躊躇させ、在来・近代産業を問わず、産業の動力化を遅らせた。とくに

大規模投資を必要とする鉄鋼業など重工業の場合は、エネルギー・インフラ整備の遅れは

重大な問題であった。 

その一方で、産業は、こうしたエネルギー市場の「質」に対応した長期にわたる緩やか

な発展を模索してきた。草・藁等の低発熱量エネルギー源やリサイクル燃料の利用や薪炭

からそうした燃料への転換は、産業の存続と発展にとって重要な要素であった。また、地

域的に異なる燃料市場の環境が地域間競争を促し、存続した産業における技術の向上と競

                                                        
49 Hurd, ‘Railways’, p.750. 
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争力の強化を可能にした。このような方法で、各産業は森林資源の枯渇という環境の変化

に柔軟に対応してきたといえるのではないだろうか。以上のことから、インドは「労働集

約型」だけではなく、「資源節約型」の工業化過程を歩んできたといえるのではないだろう

か。19世紀における石炭の役割は限定的であり、こうした工業化の過程を変えることはな

かった。植民地期インドのエネルギー市場は、エネルギー市場の構造に地域差があり、一

地域内に異なるエネルギー源が並存していることを特徴としていた。こうした重層的な市

場構造が、地域的に異なる産業構造を支え、一地域に異なる動力を利用する規模の異なる

産業の存在を実現してきたと考えられる。こうしたエネルギー利用の多様性は、今日のイ

ンドの産業の発展やエネルギー利用の特徴ともなっている。今日のインドの順調な経済成

長について議論するためにも、独立後の政策だけではなく植民地期も視野に入れた長期的

な議論が必要といえよう。今後は、本稿で取りあげた各産業のエネルギー利用の実態およ

びその変化について個別に検討し、インドの工業化・経済発展におけるエネルギー市場の

役割について実証的に明らかにしていきたい。
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Sources: Kling, Partner in empire, p.105; Mukherjee, The early history, pp.145, 148; Ghosh, 

‘India's foreign trade’, p.437. 

 


