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⑤鉄道時代
鉄道時代

「距離の克服
距離の克服」
の克服」 … 交通手段の変革

・折しも1823年
年，イギリスで最初の実用的蒸気機
折しも
関車鉄道が営業開始（Liverpool
- Manchester）
）
関車鉄道が営業開始（
運河の成功で大発展をとげた
の成功で大発展をとげたNew Yorkへ
・Erie運河
運河
の成功で大発展をとげた
へ
の対抗策として，Boston,
Philadelphia, Baltimore
の対抗策として，
が官民を上げて鉄道建設
が官民を上げて鉄道建設に力を入れた。
鉄道建設に力を入れた。
・1830年，
年，Baltimore市が鉄道を建設して以後，め
市が鉄道を建設して以後，め
年，
ざましい鉄道建設ラッシュとなる。
※東部
東部4大鉄道
大鉄道
・Pennsylvania鉄道
鉄道 (Philadelphia - Pittsburgh)
… Ohio川沿岸地域の物資を
川沿岸地域の物資をPhiladelphiaへ
へ
川沿岸地域の物資を
・Ohio鉄道
鉄道 (Baltimore - Cincinati) … Ohio州の
州の
物資をBaltimoreへ
へ
物資を
・New York Central鉄道
鉄道 … Appalachia西部の
西部の
貨物をNYに横取り
貨物を に横取り
・Erie鉄道
鉄道 … Erie湖と
湖とHudson川を結ぶ鉄道。
川を結ぶ鉄道。
湖と

・広大な国土の開発には，
広大な国土の開発には，輸送
高速化は最重要の課題であった。1800年代前半の農・
年代前半の農・
の開発には，輸送の
輸送の高速化は最重要の課題であった。
は最重要の課題であった。
工業生産の大発展は，輸送手段
輸送手段のめざましい革新
のめざましい革新に支えられた点は見逃せない。
革新に支えられた点は見逃せない。
工業生産の大発展は，輸送手段のめざましい
・大量・確実の需要
大量・確実の需要 … 西部開拓の急進は，
西部開拓の急進は，大量
開拓の急進は，大量の物資の
大量の物資の確実
の物資の確実な需要を生み出し，同時に
確実な需要を生み出し，同時に
その安価・安全な輸送の必要を発生させる。
・四大商都の投資合戦
の実業家が競っ
四大商都の投資合戦 … Boston, New York, Philadelphia, Baltimoreの実業家が競っ
てそれぞれの都市
てそれぞれの都市を
起点とする交通網
都市を起点とする
とする交通網の建設に投資。州や自治体もこれを支援。
交通網の建設に投資。州や自治体もこれを支援。
①河川航路 … Appalachia山地から大西洋に流下する
山地から大西洋に流下する
河川には途中に
lineがあって，そこが海からの航行
があって，そこが海からの航行
河川には途中にfall
には途中に
限界。fall
lineは北東部ほどは海に迫っていて，内陸部
は北東部ほどは海に迫っていて，内陸部
限界。
への展開を阻んだ。
②turnpike時代
時代（
） … 踏み固めた馬車
時代（1790〜1830）
踏み固めた馬車専用
馬車専用
道路 ⇒ 駅馬車stage coach，，幌馬車隊wagon trainの時代
※Conestoga wagon, prairie schooner

③Mississippi航路
航路 … 1807年, Fultonが
が蒸気船を発明。
蒸気船を発明。
1ケ月
ケ月以上かかった
Orleans - Pittsburgh間が，
間が，1850
ケ月以上かかったNew
以上かかった
間が，
年頃には1週間
年頃には 週間に短縮。
週間に短縮。（鉄道時代以降は，農産物や鉱産資

※海と大河に分断された
海と大河に分断されたNew
Yorkは，鉄道の拠点に
は，鉄道の拠点に
海と大河に分断された
はなり得なかった。

源の輸送に特化）
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④canal時代
時代（
頃）…
時代（1815〜43頃）
頃） 炭坑から
炭坑から石炭
から石炭を積み出す程度の
石炭を積み出す程度の短距離
を積み出す程度の短距離輸送が主だったが，
短距離輸送が主だったが，
輸送コストの軽減には寄与した。多くの都市
輸送コストの軽減には寄与した。多くの都市が
都市が運河建設競争に乗り出したが，
運河建設競争に乗り出したが，航路が相互
に乗り出したが，航路が相互
に分断されて，
に分断されて，広域的な効率化は困難
されて，広域的な効率化は困難であった。
広域的な効率化は困難であった。

・1880年代には，
年代には，大陸横断鉄道
年代には，大陸横断鉄道が
大陸横断鉄道が西海岸まで次々に到達。
西海岸まで次々に到達。

★エリー運河 … 唯一大成功
唯一大成功を収めた運
大成功を収めた運
年開通。New Yorkと
と五大湖の
河。1825年開通。
河。
年開通。
五大湖の
間の多目的輸送手段となって大繁盛し，
New Yorkを
を大発展させる要因の
大発展させる要因の1つに。
させる要因の つに。

・水上交通の欠点
… 冬の結氷
冬の結氷
⇒ 鉄道時代へ
Vance, 1995, North American Railroad
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鉄道の効果
鉄道の効果
★

①輸送費の劇的下落 ⇒ 価格引下げ競争
⇒ 大量生産方式の発展を促す

⇒ そのうち交通条件の良いものが都市
そのうち交通条件の良いものが都市化
都市化 ⇒広大なタウンシップ農
広大なタウンシップ農
地の中に高層建物
の中に高層建物が聳える
高層建物が聳える都市
が聳える都市 … Corn Field & Skyscraper

★

②鉄鋼需要の激増 ⇒ 製鉄業が
製鉄業が大発展；
US Steel

★

③鉄道・鉄鋼独占資本 … Carnegie財閥
財閥
④巨大経営 … 鉄道会社はどれも当時と
してはケタ外れの従業員数を抱える巨大経
営 ⇒ 社内組織のsystematicな分業体制の
構築が必須 ⇒ 作業過程の分解と徹底的
なマニュアル化 … 比類ない規模と複雑な
機構の運営計画を通して，アメリカ的big
businessの経営ノウハウが蓄積される。

★
★
★
★

★

⑤英国の技術を基礎に新技術
英国の技術を基礎に新技術を次々開発
新技術を次々開発
… 信号制御（
）， 電報･電信技
信号制御（Westinghouse），
電報･電信技
術（Edison
, GE, Bell研），
）， T型レール
型レール
術（

MississippiやOhio川
川と交わる都市は大都市
と交わる都市は大都市に
大都市に
鉄道によって発展した
鉄道によって発展した都市
によって発展した都市の立地
都市の立地
Vance, 1995, North
American Railroad
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⑥Wall街の発展
街の発展 … 鉄道と鉄鋼業など関連産業の発展は膨大な資金需要を発生させ，
それを短時間に取引するため，金融ブローカーたちがManhattanの下町の小路に集中。
の下町の小路に集中。
それを短時間に取引するため，金融ブローカーたちが
Street（下写真）の起源。 … 最大の鉄道投資家がMorgan財閥
財閥
これこそがWall
最大の鉄道投資家が
これこそが
⑦もう1つのアメリカ的景観の形成
もう つのアメリカ的景観の形成
・原野に鉄道駅
原野に鉄道駅が開設
鉄道駅が開設 ⇒ 入植者が集まって付近を開墾 ⇒
駅前に穀物や家畜のデポ
駅前に穀物や家畜のデポが立地
デポが立地 ⇒ 次第に市街地化
次第に市街地化（下図）

Wall街。Federal Hall前の段上から
北側突き当りのTrinity教会を望む。
左に曲がるとN Y Stock Exchange

⑧国土構造の変質
国土構造の変質
・中西部・西部
中西部・西部の「
南部とつながりが深かった西部
西部を
中西部・西部の「北部
の「北部化
北部化」 … Mississippi航路で南部
南部
西部
北部にひきつけ，北部的価値観
北部的価値観を浸透
※基本的には自営農民政策が大きい。
北部
北部的価値観 浸透させる。
浸透
・北部と南部の分断
北部と南部の分断 … Appalachia山地の存在が，南北の鉄道連結を阻む要因に。

※南部の鉄道
南部の鉄道 … 南部
でも鉄道は普及したが，
地区ごとに分断
分断された
分断
路線ばかりで，需要が少
ない上に，主要物資の
農産物は河川航路
河川航路に集
河川航路
まり，鉄道会社の統合を
図る投資家
投資家も現れず，効
投資家
率化を阻
阻んだ。
Conzen, 1990, Making of American Landscape

