
入門・明治（経済・産業）１ 

Ⅰ.殖産興業 

０）殖産興業とは 

 ・明治政府主導による近代産業の育成政策 

 ・富国強兵（経済発展と軍事力の強化）を目指す 

 ①殖産興業の関係官庁 

 ・【１ 工部省】：初代工部卿は伊藤博文 

 ・【２ 内務省】：初代内務卿は大久保利通 

  ※【３ 内国勧業博覧会】：1877年 

   ・西南戦争中に上野（上野公園）で第１回を開催。内務省の主催（のち農商務省） 

 

１）鉄道 

 ・技術・資金はイギリスが提供 

 ・1872年、新橋～横浜間開通：日本初の鉄道路線 

 ・1889年、東海道線（東京～神戸）全線開通 

 

２）郵便制度 

 ・1871年、【４ 前島密】の建議により発足 

 ・1873年、全国均一料金制を採用 

 ・1877年、万国郵便連合条約に加盟 

 

３）海運 

 ・軍事輸送を独占した三菱（郵便汽船三菱会社）を政府が保護 

  ※土佐藩出身の【５ 岩崎弥太郎】が経営 

 

４）生糸 

 ・輸出の中心産業として生産拡大に力を注ぐ 

 ・官営模範工場の建設：群馬県に【６ 富岡製糸場】を建設、士族の子女を集める 

   ⇒【７ フランス】の技術を導入し、工女（富岡工女）を育成 

 

５）北方の開発 

 ①【８ 開拓使】の設置：1869年 

 ・北海道（蝦夷地から改称）の開発・経営にあたる行政機関 

 



入門・明治（経済・産業）１空 

Ⅰ.殖産興業 

０）殖産興業とは 

 ・明治政府主導による近代産業の育成政策 

 ・富国強兵（経済発展と軍事力の強化）を目指す 

 ①殖産興業の関係官庁 

 ・【１    】：初代工部卿は伊藤博文 

 ・【２    】：初代内務卿は大久保利通 

  ※【３        】：1877年 

   ・西南戦争中に上野（上野公園）で第１回を開催。内務省の主催（のち農商務省） 

 

１）鉄道 

 ・技術・資金はイギリスが提供 

 ・1872年、新橋～横浜間開通：日本初の鉄道路線 

 ・1889年、東海道線（東京～神戸）全線開通 

 

２）郵便制度 

 ・1871年、【４    】の建議により発足 

 ・1873年、全国均一料金制を採用 

 ・1877年、万国郵便連合条約に加盟 

 

３）海運 

 ・軍事輸送を独占した三菱（郵便汽船三菱会社）を政府が保護 

  ※土佐藩出身の【５      】が経営 

 

４）生糸 

 ・輸出の中心産業として生産拡大に力を注ぐ 

 ・官営模範工場の建設：群馬県に【６      】を建設、士族の子女を集める 

   ⇒【７     】の技術を導入し、工女（富岡工女）を育成 

 

５）北方の開発 

 ①【８    】の設置：1869年 

 ・北海道（蝦夷地から改称）の開発・経営にあたる行政機関 

 



入門・明治（経済・産業）２ 

 ②札幌農学校：1876年開校 

 ・アメリカ式の大農場制度と畜産技術を移入 

 ・アメリカから【９ クラーク】を招く 

 ③【10 屯田兵(制度)】：1874年 

 ・士族授産として。開拓と防備（ロシアへの備え）にあたらせる 

 ④【11 北海道旧土人保護法】：1899年 

 ・アイヌの保護を名目に制定。実際は日本人同化政策が進む 

  ⇒1997年に【12 アイヌ文化振興法】が制定され廃止 

 

Ⅱ.貨幣・金融制度 

１）明治新政府発足直後 

 ・京都の三井・小野組、大坂の鴻池などの商人から300万両の御用金を徴発 

 ・【１ 太政官札】・民部省札の発行：いずれも不換紙幣 

２）【２ 新貨条例】：1871年 

 ・金本位制の確立：建前上、欧米と同じ制度を採用 

   ※実際は金銀複本位制 

 ・円・銭・厘を単位とする十進法を採用、新硬貨を鋳造 

３）【３ 国立銀行条例】：1872年 

 ・渋沢栄一の建議で成立。殖産興業の推進、不換紙幣の整理などを目的 

 ・アメリカのナショナルバンクの制度にならった、国法に基づく私営の民間銀行  

 ・1873年、第一国立銀行を東京に設立 

 ・兌換義務があるなど設立条件が厳しく、はじめ４行しか設立されず 

   ⇒1876年、国立銀行条例を改正 

    兌換義務を廃止、不換銀行券の発行を可能に 

    1879年の第百五十三国立銀行まで設立 

４）【４ 政商】の登場 

 ・政府から特権を与えられ金融・貿易・海運などの分野で独占的な利益をあげた特権的資本家 

 ・三井、三菱（岩崎弥太郎）、五代友厚など 

 



入門・明治（経済・産業）２空 

②札幌農学校：1876年開校 

 ・アメリカ式の大農場制度と畜産技術を移入 

 ・アメリカから【９     】を招く 

 ③【10       】：1874年 

 ・士族授産として。開拓と防備（ロシアへの備え）にあたらせる 

 ④【11          】：1899年 

 ・アイヌの保護を名目に制定。実際は日本人同化政策が進む 

  ⇒1997年に【12         】が制定され廃止 

 

Ⅱ.貨幣・金融制度 

１）明治新政府発足直後 

 ・京都の三井・小野組、大坂の鴻池などの商人から300万両の御用金を徴発 

 ・【１     】・民部省札の発行：いずれも不換紙幣 

２）【２     】：1871年 

 ・金本位制の確立：建前上、欧米と同じ制度を採用 

   ※実際は金銀複本位制 

 ・円・銭・厘を単位とする十進法を採用、新硬貨を鋳造 

３）【３       】：1872年 

 ・渋沢栄一の建議で成立。殖産興業の推進、不換紙幣の整理などを目的 

 ・アメリカのナショナルバンクの制度にならった、国法に基づく私営の民間銀行  

 ・1873年、第一国立銀行を東京に設立 

 ・兌換義務があるなど設立条件が厳しく、はじめ４行しか設立されず 

   ⇒1876年、国立銀行条例を改正 

    兌換義務を廃止、不換銀行券の発行を可能に 

    1879年の第百五十三国立銀行まで設立 

４）【４   】の登場 

 ・政府から特権を与えられ金融・貿易・海運などの分野で独占的な利益をあげた特権的資本家 

 ・三井、三菱（岩崎弥太郎）、五代友厚など 

 



入門・明治（経済・産業）３ 

５）松方財政 

 ①おもな政策 

 ・大蔵卿【５ 松方正義】による財政：1881～85年 

 ・財政再建、インフレーションへの対応などを推進 

 ・増税を行い歳入増、緊縮財政（軍事費は除く）で歳出減 

 ・不換紙幣の処分：デフレ政策をとる（松方デフレ） 

 ②銀本位制の貨幣制度の確立 

 ・1882年、【６ 日本銀行】の設立 

 ・1883年、国立銀行条例改正：国立銀行の銀行券発行権の停止、普通銀行へ転換 

 ・1885年、日本銀行券発行：銀兌換の銀行券 

   ※【７ 銀本位制】が確立 

 ③松方財政の影響 

 ・厳しい緊縮財政とデフレ政策により、米・繭など物価の下落 

 ・全国的な不況の広がり 

 ・自作農の没落：地租は定額のため、生活を圧迫 

   ⇒土地を手放し【８ 小作農】へ転落する者、都市労働者になる者など 

 ・激化事件の発生（自由民権運動） 

６）特殊銀行の設立：特定の分野に資金を供給する銀行 

 ・【９ 横浜正金銀行】：貿易の金融を目的に設立。1887年から特殊銀行化 

   ※三井物産会社などの商社が貿易実務にあたる 

 ・日本勧業銀行：農工業を改良・発展させるための長期貸付を行う 

 ・【10 台湾銀行】：台湾の中央発券銀行。台湾の開発・近代化の役割を担う 

７）【11 貨幣法】の制定：1897年 

 ・欧米にならった【12 金本位制】を確立。下関条約で得た賠償金の一部を準備金とする 

 ・貨幣価値の安定と貿易の振興をはかる 

  ※金本位制の確立まで 

  ・1871年、新貨条例：金本位制（実際は金銀複本位制） 

  ・1885年、日本銀行が銀兌換銀行券の発行：銀本位制の確立 

  ・1897年、貨幣法：金本位制の確立 

 



入門・明治（経済・産業）３空 

５）松方財政 

 ①おもな政策 

 ・大蔵卿【５     】による財政：1881～85年 

 ・財政再建、インフレーションへの対応などを推進 

 ・増税を行い歳入増、緊縮財政（軍事費は除く）で歳出減 

 ・不換紙幣の処分：デフレ政策をとる（松方デフレ） 

 ②銀本位制の貨幣制度の確立 

 ・1882年、【６     】の設立 

 ・1883年、国立銀行条例改正：国立銀行の銀行券発行権の停止、普通銀行へ転換 

 ・1885年、日本銀行券発行：銀兌換の銀行券 

   ※【７     】が確立 

 ③松方財政の影響 

 ・厳しい緊縮財政とデフレ政策により、米・繭など物価の下落 

 ・全国的な不況の広がり 

 ・自作農の没落：地租は定額のため、生活を圧迫 

   ⇒土地を手放し【８    】へ転落する者、都市労働者になる者など 

 ・激化事件の発生（自由民権運動） 

６）特殊銀行の設立：特定の分野に資金を供給する銀行 

 ・【９       】：貿易の金融を目的に設立。1887年から特殊銀行化 

   ※三井物産会社などの商社が貿易実務にあたる 

 ・日本勧業銀行：農工業を改良・発展させるための長期貸付を行う 

 ・【10     】：台湾の中央発券銀行。台湾の開発・近代化の役割を担う 

７）【11    】の制定：1897年 

 ・欧米にならった【12     】を確立。下関条約で得た賠償金の一部を準備金とする 

 ・貨幣価値の安定と貿易の振興をはかる 

  ※金本位制の確立まで 

  ・1871年、新貨条例：金本位制（実際は金銀複本位制） 

  ・1885年、日本銀行が銀兌換銀行券の発行：銀本位制の確立 

  ・1897年、貨幣法：金本位制の確立 

 



入門・明治（経済・産業）４ 

Ⅲ.近代産業の発展 

１）産業革命 

 ①最初の企業勃興：1886～89年 

 ・鉄道・紡績中心に会社設立ブーム ⇒産業革命の開始 

 

 ②日本の産業革命の進展  

 ・日清戦争前後：軽工業中心の産業革命 

   ※紡績業は【１ 綿糸】を生産、製糸業は【２ 生糸】を生産する 

 ・日露戦争前後：重工業中心の産業革命 

 

２）紡績業：産業革命の中心 

 ①【３ ガラ紡】 

 ・臥雲辰致が発明した紡績機 

  ※1877年の第１回内国勧業博覧会で最高の賞を受賞 

 

 ②【４ 大阪紡績会社】 

 ・【５ 渋沢栄一】により設立、1883年開業 

 ・機械紡績（イギリス製）を導入 

 ・大規模経営（１万錘）に成功、蒸気機関、電灯、昼夜２交代制などの導入 

 

 ③紡績業の発展 

 ・1890年、綿糸《６ 生産量》＞ 綿糸輸入量 

 ・1897年、綿糸《７ 輸出量》＞ 綿糸輸入量 

 

 ④綿織物業 

 ⅰ）手織機 

  ・在来の手紡から《８ 飛び杼》を取り入れて改良。綿織物の生産が増大 

 ⅱ）国産力織機 

  ・【９ 豊田佐吉】の考案。問屋制家内工業から小工場への転換が進む 

 ⅲ）綿織物業の発展 

  ・1909年、綿布の輸出額 ＞ 綿布の輸入額 
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Ⅲ.近代産業の発展 

１）産業革命 

 ①最初の企業勃興：1886～89年 

 ・鉄道・紡績中心に会社設立ブーム ⇒産業革命の開始 

 

 ②日本の産業革命の進展  

 ・日清戦争前後：軽工業中心の産業革命 

   ※紡績業は【１   】を生産、製糸業は【２   】を生産する 

 ・日露戦争前後：重工業中心の産業革命 

 

２）紡績業：産業革命の中心 

 ①【３    】 

 ・臥雲辰致が発明した紡績機 

  ※1877年の第１回内国勧業博覧会で最高の賞を受賞 

 

 ②【４       】 

 ・【５     】により設立、1883年開業 

 ・機械紡績（イギリス製）を導入 

 ・大規模経営（１万錘）に成功、蒸気機関、電灯、昼夜２交代制などの導入 

 

 ③紡績業の発展 

 ・1890年、綿糸《６    》＞ 綿糸輸入量 

 ・1897年、綿糸《７    》＞ 綿糸輸入量 

 

 ④綿織物業 

 ⅰ）手織機 

  ・在来の手紡から《８    》を取り入れて改良。綿織物の生産が増大 

 ⅱ）国産力織機 

  ・【９     】の考案。問屋制家内工業から小工場への転換が進む 

 ⅲ）綿織物業の発展 

  ・1909年、綿布の輸出額 ＞ 綿布の輸入額 

 

 



入門・明治（経済・産業）５ 

３）製糸業 

 ①技術の発展 

 ・【10 座繰製糸】から【11 器械製糸】へ 

 ・1894年、器械製糸の生産量 ＞ 座繰製糸の生産量 

 ②製糸業の発展 

 ・1909年、清国を超えて世界一の生糸輸出国になる 

 ・日露戦争後、アメリカ向けを中心に輸出が伸長 

 

４）鉄道 

 ①【12 日本鉄道会社】 

 ・1881年、華族を主体に設立 

 ・1891年、上野～青森間を全通させる 

 ②【13 東海道線】が全通：1889年 

 ・新橋～神戸間 ※官営鉄道 

  ※同年、営業キロ数で民営鉄道が官営を上回る  

 ③【14 鉄道国有法】：1906年 

 ・第１次西園寺公望内閣のときに制定 

 ・民営鉄道17社を買収して国有化 

 

５）重工業の形成 

 ①官営事業払下げ 

 ⅰ）【15 工場払下げ概則】：1880年 

  ・条件が厳しく売却が進まず。1884年に廃止 

    ⇒廃止後に売却が進展 

 ⅱ）おもな払下げ先 

  ・【16 高島炭鉱】（長崎県、1874年）：後藤象二郎に払い下げ。のち三菱が買収 

  ・【17 三池炭鉱】（福岡県、1888年）：三井に払い下げ 

  ・【18 長崎造船所】（長崎県、1887年）：三菱に払い下げ 

  ※鉱工業の基盤を保有した政商は【19 財閥】へと成長 

 

 



入門・明治（経済・産業）５空 

３）製糸業 

 ①技術の発展 

 ・【11     】から【12     】へ 

 ・1894年、器械製糸の生産量 ＞ 座繰製糸の生産量 

 ②製糸業の発展 

 ・1909年、清国を超えて世界一の生糸輸出国になる 

 ・日露戦争後、アメリカ向けを中心に輸出が伸長 

 

４）鉄道 

 ①【12       】 

 ・1881年、華族を主体に設立 

 ・1891年、上野～青森間を全通させる 

 ②【13     】が全通：1889年 

 ・新橋～神戸間 ※官営鉄道 

  ※同年、営業キロ数で民営鉄道が官営を上回る  

 ③【14      】：1906年 

 ・第１次西園寺公望内閣のときに制定 

 ・民営鉄道17社を買収して国有化 

 

５）重工業の形成 

 ①官営事業払下げ 

 ⅰ）【15        】：1880年 

  ・条件が厳しく売却が進まず。1884年に廃止 

    ⇒廃止後に売却が進展 

 ⅱ）おもな払下げ先 

  ・【16     】（長崎県、1874年）：後藤象二郎に払い下げ。のち三菱が買収 

  ・【17     】（福岡県、1888年）：三井に払い下げ 

  ・【18      】（長崎県、1887年）：三菱に払い下げ 

  ※鉱工業の基盤を保有した政商は【19   】へと成長 

 

 



入門・明治（経済・産業）６ 

 ②海運・造船業 

 ⅰ）【20 日本郵船会社】の成立：1885年 

  ・三菱(汽船)会社と共同運輸会社が合併 

  ・遠洋航路（外国航路）を開設 

    ⇒ 1893年、インドへのボンベイ航路開設 ※綿花を輸入 

      1896年、欧米航路・豪州航路開設 

 ⅱ）造船奨励法・航海奨励法の公布：1896年 

  ・鉄鋼船の建造と外国航路就航に奨励金を交付 

 ③鉄鋼業 

 ⅰ）官営【21 八幡製鉄所】 

  ・北九州に1897年設立、1901年操業開始 

  ・石炭：筑豊炭田から調達 

  ・鉄鉱石：中国の大冶鉄山から調達 

   ※中国の漢冶萍公司に借款を与えた見返りとして鉄鉱石を安価で入手 

 ⅱ）日本製鋼所 

  ・1907年、北海道室蘭に設立。民間の兵器製鋼会社 

 ④機械工業 

 ・【22 池貝鉄工所】：アメリカ式旋盤の国産化に成功 

   ※旋盤…工作機械（機械をつくる機械）の１つ 

 ⑤電力事業 

 ・水力発電の開始 ⇒1890年代以降、大都市で電灯の普及 

 ⑥財閥 

 ⅰ）経営の形態 

  ・コンツェルン（企業連携）形態をとる 

   ⇒財閥本社が持株会社として子会社を統轄・支配 

 ⅱ）四大財閥 

  ・【23 三井・三菱・住友・安田】の各財閥 

  ・政界との結びつき 三井と立憲政友会 

            三菱と立憲同志会（のち憲政会・立憲民政党） 



入門・明治（経済・産業）６空 

 ②海運・造船業 

 ⅰ）【20       】の成立：1885年 

  ・三菱(汽船)会社と共同運輸会社が合併 

  ・遠洋航路（外国航路）を開設 

    ⇒ 1893年、インドへのボンベイ航路開設 ※綿花を輸入 

      1896年、欧米航路・豪州航路開設 

 ⅱ）造船奨励法・航海奨励法の公布：1896年 

  ・鉄鋼船の建造と外国航路就航に奨励金を交付 

 ③鉄鋼業 

 ⅰ）官営【21      】 

  ・北九州に1897年設立、1901年操業開始 

  ・石炭：筑豊炭田から調達 

  ・鉄鉱石：中国の大冶鉄山から調達 

   ※中国の漢冶萍公司に借款を与えた見返りとして鉄鉱石を安価で入手 

 ⅱ）日本製鋼所 

  ・1907年、北海道室蘭に設立。民間の兵器製鋼会社 

 ④機械工業 

 ・【22      】：アメリカ式旋盤の国産化に成功 

   ※旋盤…工作機械（機械をつくる機械）の１つ 

 ⑤電力事業 

 ・水力発電の開始 ⇒1890年代以降、大都市で電灯の普及 

 ⑥財閥 

 ⅰ）経営の形態 

  ・コンツェルン（企業連携）形態をとる 

   ⇒財閥本社が持株会社として子会社を統轄・支配 

 ⅱ）四大財閥 

  ・【23   ・  ・  ・  】の各財閥 

  ・政界との結びつき 三井と立憲政友会 

            三菱と立憲同志会（のち憲政会・立憲民政党） 



入門・明治（経済・産業）７ 

Ⅳ.社会問題とさまざまな運動 

１）農業と農民 

 ・小作地率の上昇：1880年代の松方財政でのデフレ政策が原因 

   ⇒下層農民が農地を失い、小作農に転落 

 ・小作農は【１ 寄生地主】に高額の小作料を現物で支払う 

２）社会運動の発生 

 ①さまざまな労働問題・社会問題 

 ⅰ）【２ 高島炭鉱】問題 

  ・長崎県、三菱の経営 

  ・労働者の惨状を雑誌『日本人』が報道 

 ⅱ）【３ 足尾鉱毒事件】 

  ・栃木県、渡良瀬川流域。1891年に発生した公害 

  ・1901年、栃木選出の衆議院議員【４ 田中正造】が議員辞職し天皇に直訴を試みるが失敗 

  ・1907年、谷中村を廃村とし、遊水池に 

 ②労働者の状況 

 ⅰ）『日本人』 

  ・【５ 三宅雪嶺】が創立した【６ 政教社】の発行する雑誌 

  ・長崎県の高島炭鉱の惨状を発表（高島炭鉱問題） 

 ⅱ）『【７ 日本之下層社会】』：1899年 

  ・横山源之助の著。貧民、職人、労働者、小作人など産業革命期の労働者の現状を記す 

 ⅲ）『【８ 職工事情】』：1903年 

  ・農商務省の刊行。全国の工場労働者の実態を調査し報告 

 ③労働組合の結成と立法 

 ⅰ）【９ 労働組合期成会】：1897年 

  ・【10 高野房太郎・片山潜】らが結成。各地の労働組合の結成を促進 

 ⅱ）【11 工場法】公布：1911年 

  ・工場労働者保護の法律 

  ・少年少女は12時間労働を限度とし、深夜業務を禁止 

    ※不備な内容：15人未満の工場は対象外、製糸業は14時間労働可など 

  ・施行は1916年 



入門・明治（経済・産業）７空 

Ⅳ.社会問題とさまざまな運動 

１）農業と農民 

 ・小作地率の上昇：1880年代の松方財政でのデフレ政策が原因 

   ⇒下層農民が農地を失い、小作農に転落 

 ・小作農は【１     】に高額の小作料を現物で支払う 

２）社会運動の発生 

 ①さまざまな労働問題・社会問題 

 ⅰ）【２     】問題 

  ・長崎県、三菱の経営 

  ・労働者の惨状を雑誌『日本人』が報道 

 ⅱ）【３       】 

  ・栃木県、渡良瀬川流域。1891年に発生した公害 

  ・1901年、栃木選出の衆議院議員【４     】が議員辞職し天皇に直訴を試みるが失敗 

  ・1907年、谷中村を廃村とし、遊水池に 

 ②労働者の状況 

 ⅰ）『日本人』 

  ・【５     】が創立した【６    】の発行する雑誌 

  ・長崎県の高島炭鉱の惨状を発表（高島炭鉱問題） 

 ⅱ）『【７        】』：1899年 

  ・横山源之助の著。貧民、職人、労働者、小作人など産業革命期の労働者の現状を記す 

 ⅲ）『【８     】』：1903年 

  ・農商務省の刊行。全国の工場労働者の実態を調査し報告 

 ③労働組合の結成と立法 

 ⅰ）【９        】：1897年 

  ・【10      ・   】らが結成。各地の労働組合の結成を促進 

 ⅱ）【11    】公布：1911年 

  ・工場労働者保護の法律 

  ・少年少女は12時間労働を限度とし、深夜業務を禁止 

    ※不備な内容：15人未満の工場は対象外、製糸業は14時間労働可など 

  ・施行は1916年 



入門・明治（経済・産業）８ 

３）社会主義運動 

 ①【12 社会民主党】：1901年  

 ・日本最初の社会主義政党  

 ・治安警察法により２日後に解散 

 ②【13 日本社会党】：1906年  

 ・政府（第１次西園寺公望内閣）が公認した最初の合法的社会主義政党 

 ・翌年、政府は解散を命令 

 ③【14 大逆事件】：1910年 

 ・容疑：明治天皇暗殺計画 ⇒26名を起訴。大逆罪で全員が有罪 

 ・死刑：【15 幸徳秋水】ら12名 

 ・社会主義運動の「冬の時代」へ 

   ※石川啄木は『時代閉塞の現状』で社会批判 

 

  



入門・明治（経済・産業）８空 

３）社会主義運動 

 ①【12      】：1901年  

 ・日本最初の社会主義政党  

 ・治安警察法により２日後に解散 

 ②【13      】：1906年  

 ・政府（第１次西園寺公望内閣）が公認した最初の合法的社会主義政党 

 ・翌年、政府は解散を命令 

 ③【14     】：1910年 

 ・容疑：明治天皇暗殺計画 ⇒26名を起訴。大逆罪で全員が有罪 

 ・死刑：【15     】ら12名 

 ・社会主義運動の「冬の時代」へ 

   ※石川啄木は『時代閉塞の現状』で社会批判 

 

 

 

 

 


