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産 業 革 命 期 イギ リ不 に お け る

スピーナムラン ド制度の展開 (1)

虞 重 準 四 郎

Ⅰ 研究史の回顧と課題の設定

1795年5月6日,バークシアの治安判事とその他若干の人びとは,折からの

穀物価格急騰のた釧こ窮乏の淵に沈みつつある農業労働者を賃金裁定によって

救済すべくニューべリNewbury近郊のスピーi;ムランドSpeenhamland に

おいて集会を開いたが,議論の結果,当初の予定を変更して,パンの量を基準

に家族員の数に応じた救貧税からの賃金補助を労働者 ･貧民の救済策として決

議した｡この決議に代表される救貧政策が,後に手当制度あるいは賃金補助制

度の代名詞的存在となり,1834年の ｢新救貧法｣成立以前の時期 にイソグラ

ンド中に ｢熱病のように広がった｣1)とされるスピーナムラン ド制度 として

イギリス救貧法史上しばしば言及されていることはあらためてくり返すまでも

ない｡

スピーナムラソド制度の影響に関する通説もまた周知であろう｡-モンド夫

妻 JohnLawrenceandBarbaraHammond (1872-1949;1873-1962)によれ

揺,その第一にあげられるのは,労働者に ｢事実上,独立 〔して生計を営むこ

と- 引用者｡以下同様〕を禁じ｣, 家畜や小足など ｢わずかでも所有物のあ

る労働者を処罰｣する,すなわち教区救済から排除することによって,.彼らが

｢努力して向上しようとするためのすべての動棟を根だやしにしたこと｣2)で

1)Hammond,J.L.andB.,TheVl'llage'Labourer,newedition,London,1978(丘rstpubl
lished1911),p･109;cf_Webb,S.andB.,EnglishLocalGovernmentIEnglishPoorLaw
History,PartIITheOldPoorLaw,London,1927,pp.178,1801181.

2) Hammonds,oP.cit.,p･164.
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ある｡｢借地農は手当を受けている者だけを雇おうとする｣ようになり,その

結見 ｢囲い込みによる追い立てを免れた小屋住み cottagersでさえもスピー

ナムランド制度のために放逐された｣3)と論じられるo また, ｢最も明白で直

接的な影響｣とされるのは農村のモラルの低下である｡｢既狩者のほうが未婚

男子よりも優先的に雇用され,既婚者の収入は子供が生まれるごとに増 加 す

る｣のだから,子供を一挙に増やすた桝こ,｢私生児をかかえた女性が最も望

ましい妻｣4)となる｡他方,スピーナムランド制度は救済を与える側にも救貧

行政への ｢たかり｣の構造を生みだした｡｢もし貧民監督官が借地農であれば,

自分や友人の雇っている労働者の賃金の一部を教区の資金から支払おうとする

誘惑が生じた｣｡ かくして-モンド夫妻は, スピーナムランド制度を, ｢救済

をうける人びとのみならずそれを与える人びとまでも道徳的に堕落 させた｣5)

と断罪する｡

また,∫.H.クラバムJohnHaroldClapham (1873-1946)によれば,スピー

ナムランド制度は賃金を圧下させた.彼は,1794年と1824年におけるカウソテ

ィごとの賃金指数を比較して,｢スピーナムランド政策の徹底した採用が,救

貧籍 poorlawsettlementの作用ともあいまって,農業労働者の貨幣週賃金の

水準を低位に保ったことはほとんど疑いない｣6)と述べる｡ さらに, スピーナ

ムラン下制度が広がった地域では,対仏戦争終了後 ｢救貧税負担は耐えがたい

もの｣となり, ｢その負担は小土地保有者あるいは所有者に重くの しか か っ

た｣Dクラバムは,｢その制度は 『ヨーマン1)』を抑圧｣すると同時に｢小屋の

所有者や 『小地片保有者 scrap-holder』に対してはより一層悲惨な結果をもた

らすものとして作用した｣7) と結論づけたのである｡

-モソド夫妻やクラバムに代表されるこのような通説的見解はイギ1)スの研

3) Ibid.,pp.1651166.
4) Ibid.,p.166.
5) Ibid.,p.167.
6)Claphan,J.H.,AnEconomicHistoryofModernBritainITheEarlyRailwayAge

182011850,London,1926,p-125.
7) Ibid,p.131.-モンド夫妻も同様わ言及を行っているocf.Hammonds,op.cit.,p.129･
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究史 を永 らく支配 してきた8'｡ それに対 し七 いわゆる ｢新経済史学｣的立場

か ら異議申 し立てを行 ったのがマーク ･ブロー.グ MarkBlaugである9㌔ 彼の

通説への ｢挑戦｣は一時期学界に大 きな衝撃 を与 えた10)だけに,その議論の要

点 を概括的にで もフォ72-してお く意味があろう｡

プローダの基本的な視角は,当時のイギ リスの情況 を,工業セ クターと農業

セ クターとの独立性が強 く,後者 隼おける賃金が ｢二重経済｣の もとにある現

代の低開発国のそれ と重ねあわせ ることであるOそして, その上 に立 って, ス

ど.-ナムラソ ド制度の諸作用 をそれ 自体 として考察することか ら出発 して,史

料 に向か う11)｡そこで主 な分析対象 とされ るのは1824年の労働者の賃金に関す

る特別委員会の調査報告であ り, ブローグは同報告の検討か ら,1824年の時点

でほ とん どの教区がス ピーナムラン ド制度 を採用 していた とみなされ るカウソ

ティと,それ以外の,委員会の調査に対 して ｢救貧税か らの賃金補助〔の実施〕

を無条件に否定 した｣ カウソティとが存在す ることを ｢発見｣ し,前者 を ｢ス

ピーナムラン ド･カウソテ ィ｣,後者 を ｢非スピーナムラン ド･カウソティ｣と

名付け,それ ら両 グループの比較 を議論の中心にす える12)｡ プロ-グは,ス ピ

8) 主に1960年代に相次いで現れたわが国における一連の研究 (拙稿 ｢スピーナムランド制度成立
の基礎構造- バークシアを中心に- ｣ 『西洋史学』139号,1985年,19-22ページ参照)の立

脚点もここにあった｡それらの背景には,一方ではかの｢社会政策論争｣があり,また,他方で

は資本主義発展の済型論的認識にもとづく独特のイギ))ス資本主義解釈 (いわゆる｢大塚史学_D
があったこと,そして,そのことによってイギリス救貧法史に関するわが国独自の研究史が形成

されてきたことは留意さるべきであろう｡

9) Blaug,M.,"TheMythoftheOldPoorLawandtheMakingoftheNew,".70urnalof

EconomicHistory,Vol.XXIII,1963;do.,̀ T̀hePoorLawReportReexamiced,"Journal

oFEconomicHistory,Vol.XXIV,1964.
10) ｢旧救貧法｣に関する研究史の整理を主な目的としたJ.D.マーシャルによるブックレットの

初版におけるプローダに対する極めて高い評価を参照されたいoCf.Marshal1,J.D.,TheOld
poorLaw179山 834,丘rstedition,London,1968.(ただし,その評価は同書の第二版ではほと

んど一変しているといってよいoCf.ibl.d.,secondedition,1986.)

ll) Cf.Blaug,"TheMythoftheOldPoorLaw,"pp.153-1b5.しかし,そのような視角が成

立しうる根拠としてプローダが示すのは,当時のイギリスでは｢就業人口の40%以上が農業に従

事していた｣という事実のみであり,また,彼が史料の分析に先だって行う,歴史的文脈から切

り離された議論にもどれほどの意味があるかは極めて疑わしい｡このような点を含めて,ブロー

グに代表される近代経済学的手法に依拠した｢新経済史家｣一三対する厳しい方法論的批判を行っ

たものとして,cf_Williams,K_,FromPauperismtoPoverty,London,1981,esp.pp.20-31.



産業革命期イギ1)スにおけるスピーナムランド制度の展開 (1) (55) 55

-ナムランド制度の展開については, ｢1800年ないし1815年にはあらゆるとこ

ろで実施されていたであろう｣13)として通説的立場をとるが,しかしその制度は

労働者 ･貧民の状態を悪化させなかったと主張する.まず,スピーナムランド

制度が労働者階級を道徳的に堕落させたという議論に対しては,その制度によ

って保障される最低生活水準の相対的な低さを指摘して, ｢院外救済が与えら

れた尺度は,それが有利な雇用の魅力的な代替物を与えることによって労働者

階級から活力を奪ったということを示唆しない｣14)と反論し,また,スピーナ

ムランド制度が農業労働者の賃金を押し下げたとする見解には ｢非スピーナム

ランド･カウソティ｣における低賃金という事実を対置することにより,その

制度と低賃金との因果関係は逆転させられねばならないと述べる15)｡さらに彼

は,先の両カウソティ･グループにおける救貧支出額動向の比較から,｢旧救貧

法｣の弊害中でもとりわけ悪名のたかい ｢労働能力者に対する院外救済がもた

らす 〔救貧支出増大の〕 『雪だるま効果 snow-bal-Ieffect』｣の存在を示す証拠

はないとしている16)｡要するに,プローダによれば, ｢旧救貧法に帰せられた

いかなる恐るべき影響も,利用しうる経験的知識に照らせ畔ほとんど成立しな

い｣17'のであるが,彼はそこからさらに進んで, ｢旧救貧法｣は ｢低賃金労働

者を援助し失業者を救済するために院外救済を使用することによって,急速に

発展しつつあるがなお低開発の段階にある経済における農業セクター内の過剰

12) しかし,このような ｢発見｣に対しては,少なくとも｢スピーナムランド･カウソティ｣に関

するかぎり,大きな留保が必要であろう｡調査に回答した教区数のカウソティごとの割合が示さ

れていないというプt2-グ自身も指摘する統計上の欠陥 (cf.Blaug,oP.cl't.,p.159.)に加えて

この委員会の設置目的が ｢救貧税から労働の賃金を支払うという,わが国の一定の地域で広まっ

ている行為を調査し,その行為を改めるためにはいかなる手段がとられうるかを考察すること｣

(ReportfromtheSelectCommitteeonLabourers'Wages,1824,VI,p13.)とされている点か

ら判断すれば,同委員会による調査自体が賃金補助手当の採用範囲についてのある予断にもとづ

いたものと思われるからであるOなお,｢スピーナムランド･カウソティ｣というブローグの規

定そのものに重大な問題があることについては後に触れる｡

13) Blaug;oP.iit.,p.160.
14) Ibid,,p･162.
15) Cf.ibid,pp.168-169.

16) Ibid.,p.167.
17) Zbid.,p.176.
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労働力問題 を処理す るための方策｣18)であ り, その意 味で 当時のイギ リスはい

わば地域 レベ ルでの ｢福祉 国家 の ミニチ ュア版｣19) を形成 していた と論 じてい

る20)0

しか し,すでに気付かれ るように, プ p-グに よるス ピー> ムラン ド制度再

評価 の最大 のポイン トは, その制度が (対仏戦争期 に限 った にせ よ)広汎 に採
●●●●●●●

用 されたに もかかわ らず,通説 の言 うような悪影響 を及ぼ さなか った とい うこ

とである. その意味ではプ ローダも通説 の大枠 か ら踏み出 していない.われわ

れが問題 にす るのはまさにその点 である｡す なわ ち, ス ピーナ ムラン ド制度 を

非難す るにせ よ弁護す るにせ よ, そのいずれ の議論 において も了解済 みであ る,

その制度の広汎 な展開 とい う前提 昼はた して成 り立 ち うるのであろ うかO -

研究史上 の この よ うな大前提 に対 して,バ ークシアの地域史 的研究 を通 じて

は じめて重大 な疑問 を提示 したのがマ ーク ･ニュ-マ ン Mark Neuman であ

18) Ibid.,pp.176-177.

19) Do.,"PoorLawReportReexamined,"p.229.なお,ブローグは,この第二の論文におい

て, 『1834年王立救貧法調査委員会報告』付録の文書調査結果を分析することにより,スピーナ

ムランド制度は ｢ナポレオン戦争期には大いに実施された｣が,救貧法問題をめぐる1817年か

ら1824年にかけての議会の諸委員会報告による厳しい非難をう-けて,その制度は｢それ自体とし

てほ南部においてすら1832年までに一般に消滅｣し,それに代わるものとして第三子ないし第四

千以上に対する児童手当が広く行われることになったという結論を導いているocf.ibid.,p-231.
しかし,サシクス,-シクス,ケントにおける実質救貧支出の動向を分析したD.A.ボーによれ

ば,統計上の趨勢が激変するのは1814年を境にしてであり,ブローグの言うような時期に大きな

変化は見られないoLたがって,その時期にスピーナムランド制度から児童手当への移行という

救貧政策上の大きな転換が生じたとする議論は支持されえない｡文献資料も加えて判断すれば,

すでに1814年以降,圧倒的多数の農村教区が｢家族手当｣(ブローグの｢児童手当｣と同義)を支

給していたと想定しうるとされる｡cf.Ballgh,D.A,,"TheCostofPoorReliefinSouth-

EastEngland,1790-1834,"EconomicHistoryReview,SecondSeries,VoLXXVIII,1975,

pp-63-65.また, プローダの立論の基礎となった文書調査結果の集計表の数値自体にそもそも

疑問があることについては,伊部英男 『新救貧法成立史論』至誠堂,1979年,233-236ページ参
贋｡

20) プローダの議論にはこれ以上立ち入らないが,彼が専らスピーナムランド制度に言及すること

によって｢旧救貧法｣全体の弁護を行っている点を中心に,個個の論点に対して鋭い批判を加えた

ものとして,cf.Taylor,J.S.,"TheM如hologyoftheOldPoorLaw/'JournalofEconomic
History,Vol.XXIX,1969,pp.292-297.

21) Neuman,M･,"SpeenhamlandinBerksbire,"inMartin,E.W.(ed･),ComparativeDe-
velol･仇eniinSocialWelfare,London,1972,pp.85-127.その実証部分は後に,一部簡略化さ

れ,J同時に新たな事実を加えられて,do.,TheSpeenhamlandCbunty:PovertyandthePoor

LawsinBerkshire1782-1834,NewYorkandLondon,1982.に収録された.



産業革命期イギ1)スにおけるスt=d-ナムランド制度の展開 (1) ㌔(57) 57

る21)｡ニューマンは,｢スピーナムランド｣制度という用語が,G.ニコルズの

『イギリス救貧法史』中に労働能力者に対する制度的な院外救済の同義語として

登場して以来ほとんど無批判に使用されてきたことに注意を喚起しつつ,その

制度に関するF.M.イーデソからプローダに至る諸見解をサーヴェイした後22),

それらの多くが暗黙のうちに共有している認識は次の三点であるとした.第-

に,治安判事が決定した (多くの場合スケールを伴う)手当支給は統一的か?

迅速に実施されたこと,第二に,そのような手当は地理的に拡延すると同時に

各教区内でも広 く採用されたこと,第三に,1795年からほぼ 1834年まで一貫

して存続したこと,である28㌔ ニューマンは以上の ｢共通認識｣をバークシア

の教区文書を調査することによって検討したが,その際に最大のウエイトが置

かれたのは上の第一点である24)O調査の結果彼が発見したのは,サンプルとな

った教区のうちで｢スピーナムランド〔集会で決議された〕･スケールを確実に

採用したといいうる教区は, いかなる時点をとってみても全く存在しない｣25)

という事実であった｡この事笑の発見は確かにニュ-マンの功績である.その

ことによって彼は,スピーナムランド制度という用語そのものにまつわる一種

の ｢神話｣を打ち破るという彼自身にとっての課題26)を達成したといえる｡

しかし,スピーナムランド集会での決議の内容がそのままの形では実施され

なかったであろうということは,相互に独立した地方行政として機能した当時

の救貧行政のありかた27)からすれば,また,すぐ後にも触れるとりわけ18世紀

末以来の救貧行政機構における変化を考えあわせるならば,イギリス全体につ

いてはもちろんバークシアにおいてすら十分予測しうることであり,ニューア

22) Cf.do.,"SpeenhamlandinBerkshire,"pp.9ト95.

23) Cf.l'bid.,p.96.
24) こ.1-マンも後の著書では問題をこの一点に しぼっている｡cf.do.,TheSPeenhamland

County,pp.160-163.

25) Do.,"SpeenhamlandinBerkshire,"p･102.

ける｢ト-テム｣のごとき存在であったとされる0

27) Cf.Webbs,op.cit.,pp.99-100;0Xley,G.W.,PoorReliefinEnglandandWales,1601-
1834,London,1974,p･18.
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ソの功績もそれを実証的に確認したに止まるといわざるをえない｡たとえバー

クシアに限ったとしても,スピーナムランド制度を ｢スピーナムランド決議｣

の内容と等置して,それが全く採用されなからたと論ずるだけでは従来の議論

の前提を突き崩すには至らないのである｡

われわれにとっての問題は,まず第一に (その用語自体はいかに ｢神話｣性

をおびていようと)スピーナムランド制度をいかなるものとして把撞すべきか,

であろうOその意味でわれわれは,一これまでほとんど検討されたことのないス

ピーナムランド集会における議論を再構成してそれに分析を加えることを通じ

てスピーナムランド制度にしかるべき定義を与え28),そのうえで教区における

その実際の琴用の範囲を明かにせねばtj:らないOその点から再びニューマンの

研究をふりかえるとき,そこには以上の問題を考察するうえでの多くの貴重な

事実が提示されているにもかかわらず,それらの事実にはほとんど立ち入った

分析が加えられないままになっていることがわかる29)oLたがって,われわれ

は彼の研究にも依拠するのはもちろんであるが,同時にむしろ彼が発掘した諸

事実を素材として (無論,それらに対するクリティークが困難であるという点

では,われわれの研究はおのずと限界を画されることを承認したうえで)あら

ためて分析の盤上に乗せることが可能であり,また必要であると思われる｡本

稿は,研究史80)に対する如上の認識にもとづいて何よりもスピーナムランド制

度の成立と展開の過程の解明こそが第一義的重要性をもつといす観点に立ちつ

つ,対象をパークシアという地域に限定しながら考察を進めるものである31)0
28) ニューマン自身はそれを行っていない｡その問題性については後論する｡

29) 後の著書の序文から窺い知りうるかぎりでは,ニューマンの分析視角は研究の進展につれてむ

しろ不鮮明になっているように思われるccf.Neuman,TheSpeenhamlandCounty,ii-iv.
30) プローダからニューマン,ポーに至る研究動向を紹介したものとして,原剛 ｢新救貧法をめぐ

る英国における最近の研究｣『社会経済史学』第42巻第2号,1976年,のとりわけ71-74ページ参

照｡ただし,ブローグの議論が ｢一部の修正を受けつつも新たな支持を得｣たとされる庶民の理

解は疑問である｡

31) なお,ブローグ,ニューマン等の議論をそのままとり入れ,彼らの研究成果と,スピーナムラ

ンド制度を資本の利害の所産とする,わが国の研究史における一方の見解との接合をはかられた

のが森建資氏である｡森 建資 ｢イギリス産業革命期における農業労働力の存在形態｣ 『土地制

度史学』62%,1974年,1-16ページ参風, ここでは森氏の議論の詳細には立ち入らないが,/
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では,われわれはいかなる視角に依って分析に向かうか｡それを基礎過程と

の関連において明らかにしておこう｡第一に,18世紀未から19世紀初頭にかけ

ての第二次農業革命の進展は,大土地所有の規模の拡大 ･労働者のプロレタリ

ア化の進行 ･資本家的大借地農の広汎な出現という農業における大規模な構造

変化をもたらした｡これはまさに本源的蓄積の最終局面の進行を特徴づける過

程であるが,それは同時に土地所有にとってはその性格の転換を意味する過程

であった｡すなわち,旧来の土地所有が小農民経営の広汎な成立を基礎として

保持してきた ｢土地と人間に対する社会的支配権｣は,一本源的蓄積の進展によ

る農村の住民態様の決定的な変化を通じて,賃労働の掌握者としての資本の側

へと移行して行くことになるOこのように,土地所有を ｢社会的支配権｣を保

持する地域的支配者からたんなる地代取得者への転換過程においてとらえるこ

と,これが本稿の基本的視角である｡第二に,上のような転換過程を反映する

事態と〔て,救貧行政棟樺における治安判事と貧民監督官 ･教区会との関係に

は大きな変化が生じつつあった｡18世紀末には後者は治安判事の統制から相対

的に独立した地位を占めるにいたったのである｡治安判事が代表する地域的支

配者としての大土地所有者の理念は旧来のパターナルな関係を通じて現実のも

のとなってきたのであるが,パターナリズムはまさにこの時期にその基礎をほ

＼われわれがさしあたり問題にしておくべきは救貧法の ｢政策主体｣があくまで資本 (なかんずく

農業資本であるという点では,研究史上近接しながらも工業資本にウエイトを置く山之内靖氏と

異なる｡山之内靖 『イギリス産業革命の史的分析』青木吉尾 1966年,のとりわけ第五章参照)

であるとするその分析視角に関してであろう｡氏は上のような視角のゆえに,スピーナムランド

制度の ｢創出･展開 ･解体｣を奴定したのもひとえに｢農業資本の資本蓄積の様態｣｢農業資本

の意向｣ (森前掲論文16ページ)であったと結論づけられることになる｡すなわち,森氏の議

論は,この時期の救貧政策を資本の利害の貫徹として把塩する点七は基本的に山之内氏のそれと

同じ見地に立ったものであり,そこでは土地所有の利害は資本の利害との ｢共生関係｣において

とらえられているにすぎない｡しかしながら, (森氏自身も明言しておられる) ｢単に地代収入

増大に革紐させることはできない｣この時期の土地所有の利害峠,むしろ資本のそれとはある

対抗関係に立ったものだったのであり,後論が示すように,スピーナムランド制度の成立と展

開の分析に際してもその点に注目することが決定的 な重要性 をもつのであるD確かに,｢土

地所有の資本の規定性の下への従属過程が無視されてはならない｣ (同上13ページ)のはい

うまでもないが,問題はその ｢従属過程｣ をま引こ｢過程｣として把返しうるかどうかであろ

り○
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り崩'sれようとしていたOしかし,パターナリズムは直ちに死滅に向かったの

ではなく,少なくとも大土地所有者の理念の上ではむしろ逆により強固なもの

としても現われたのである｡こうして,土地所有甲理念を,客観過程に規定さ

れつつもそれとは逆行的にさえ現象しうるものとしてその独自性においてとら

えること,これが本稿のもうひとつの視角である｡そして,第三に,われわれ

はスt=o'-ナムランド制度が成立するためにはある条件が必要であったことを視■

野に入れねばならないOすなわち,-とりわけ18世紀末以来,労働者 ･貧民は深

刻な窮乏の下にあり,また,支配層はフランス革命再現の恐怖のうちにあった｡

それがひとつの頂点に達するのが1795年であり,スピーナムラソド制度は,労

働者 ･貧民の ｢生存の危依｣と支配層の ｢支配の危機｣をその必要条件として

成立することになるのである32)0

基礎過程についてのこのような認識と視角に立ったわれわれの前に,スピ⊥

ナムラソド制度はいかなる歴史的意義をもつものとしてたちあらわれてくるの

であろうか｡いますこし敷宿していえば,それはいかなる内容をもって成立し,

現実にいかなる意味をもち,どれほどの広がりにおいて展開され,そして,そ

もそもいかなる利害の所産だったのであろうか｡本稿では,以上の諸点の埠討

を通じて救貧法の歴史におけるスピーナムランド制度の位置を確定することを

課題としたい｡

ⅠⅠ スピーナムラン ド制度の成立

スピーナムラソド制度が成立に至るまでの過程には大きな曲折があった｡あ

えていえば,その曲折のうちにこそわれわれの課題にとっての重要な手がかり

がひそんでいるのであるOスピーナムランド制度成立の過程を,1795年のバー

クシアにおける貧民救済に関する議論の分析を中心に可能なかぎり詳細に検討

しよう｡

32) 以上の論点の詳細については前掲の拙稿を参照されたい｡
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1.1795年初頭の動向

18世紀末以来の労働者 ･貧民の窮乏を激化させ,彼らを ｢生存の危梯｣にま

で追い込むことになる小麦価格暴騰のきざしは,-すでに1794年末から95年の年

頭にかけて現れていた88)｡このような情況下にあって,バークシアの1月6日

すなわちイピイファニ裁判所 EpiphanySessionは,貧民救済にたずさわるお

のおのの治安判事,教区牧師,貧民監督官に対して,｢パンの価格が現在のよ

うに高騰している間は貧民に特別の注意｣を払うよう勧告する｡さらに,勧告

は,各教区は寄付を募ってパン購入の際の補助に充てることによって,普段は

独立して生計を立ててい′る人びとが今後も教区救済にたよらないでもよいよう

にせよ,と述べる84)｡これは,治安判事の側に貧民の窮乏が深刻化しつつある

という認識がこの段階ですでに存在し,それへの対応の必要性が痛感されてい

たことを窺わせるものである｡

つづく4月のイースタ裁判所 EasterSession は,小麦価格の継続的上昇と

いう情況の下で,貧民救済に関する議論の主眼を労働者の賃金増額に移す｡時

の裁判長 chairman チャールズ･ダソダス CharlesDundasは,大陪審 Grand

Juryに対する演説において労働者の窮乏について触れ,賃金のわずかな増額

を命ずるこ字によって彼らが教区救済に依存しなくてもすむようになる,と述

べる｡ダソダスによれば,裁判所は-1)/ザベス治世第五年の労働者立法35)によ

33) この時期の1クオータ当たり月平均価格は次のとおりである.1794年11月:52シl)ング10ペ-/

ス,12月:55シリング,1795年 1月:56シリング8ペンス｡ これ以降1795年8月に108シリング

4ペンスに達するまで一貫して上昇しているocf.Tooke,T.,AHistoryofikePricesandof

ikeStateofikeCirculationfrom1793to1837,London,1838,Vol.ⅠⅠ,pl390,Tableofthe
MonthlyAveragePriceofWheat.

34) Cf･TheReadingMercury,19January1795,quotedinNeuman,qf･cit･,p･801
35) これは1563年の ｢職人規制法 StatuteofArtificers｣のことであるが,周知のように,この立

法によって従来の資金法定制が廃止され,治安判事による賃金裁定制が導入された｡同法中の,

この ｢賃金条項｣については,さしあたり,cf.Lipson,E.,TheEconomicHistoryofEng-
land,3vols.,London,1915-31,Vol.ⅠⅠⅠ,pp.253-254;岡田与好 『イギ1)ス初期労働立法の歴

史的展観- 賃労働史序説- 増補版』御茶の水書房,1970年,1241132ページ参照O ただし,

治安判事によって裁定されるのは,法定制の場合と同様に最高賃金であるが,とくに農業労働者

などの場合それが事実上の最低賃金としても模能しえた (岡上 1791179,206-207ページ等を参
′贋)のであり,ダソダスもその点に着目したものと思われる｡
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って賃金裁定権を持ち, したがって, ｢その賃金が昔は何 らかの法または立法

にもとづいて裁定されていた (中略)人びとの場合 と同様に, これまで裁定さ

れてこなかった職人や賃金労御者や農業徒弟などその他すべての労働者の賃金

についても規制 ･裁定する｣ ことができるはずであった36㌔

しかし,結局 この裁判所では賃金裁定は実施されず,その代わ りに治安判事

達は次のような布告 を発することになる｡長文になるが,後論にとって重要 な

ので煩を厭わず引用する｡ ｢裁判所は,労働者の賃金が極めて不平等であ り,

さらに,そのような賃金自体,勤勉な男子 とその家族が生計を維持するために

は不十分であることを考慮 した｡また,大陪審に集合 したジェン トルマソの意

見によれば,穀物や食料品の価格が非常に高騰 しているにもかかわらず,多 く

の教区で労働者への毎週の 〔手当の〕支給額が物価の高騰に応 じて増やされて㌔

いないo わ れ わ れは (中略)執行官 Sheriff と当カウソティのすべての治安

判事に対 し,スピーチムラソ ドのペ リカン ･イソで 『来る5月6日に』開催さ

れ る予定の集会に出席 し, 集会への参加を望む思慮深い人びと discreetper-

sonsと協議するよう心か らよびかける.集会では (中略)日雇労働者の賃金の

規制および裁定が行われる予定である｣37)｡
したがって,ス ピーナムラン ド集会では労働者の賃金裁定が行われることに

なっていた88㌔ 治安判事達は,そ うすることによって労働者が教区救済から独

立 しうると考えていたのである｡

36) TheReadingMercury,20April1795,quotedinNeuman,op.cit.,p.80;cf.Hammonds,
oP.cit.,pp.1071108,なお,貧民救済策として資金裁定をとりあげた議論は,たとえば同時期の
ヶソプリジシアにおいても見られも.cf.Hampson,E.W.,TheTreatmentofPovertyinCam -

bridgeshire1597-1834,London,1934,pp.191-192.

37) TheReadingMercury,20April1795,quoted主nNeuman,oP.cii.,pp.80-81.
38) 18世紀のうちに四季裁判所 QuarterSessionsの司法的機能と行政的秩能とは次第に分離して

いき,′前者はひきっづき公開の法延が担ったが,後者は非公開の集会で処理されることが多くな
ったといわれる｡cf.Jennings,W.Ⅰ.,PrinciplesofLQCalGovernmentlLaw,thirdedition,
London,1947,p.29;Webb,S.andB.,EnglishLocalGovernme72tITheParishandike
Couniy,London,1906,pp.438-439;福井英雄 ｢一八世紀イギ1)スの地方政治と中央政治-
その統合媒介者たる治安判事を中心として- Cj｣『立命館法学』69･70号,1966屯 41-42べ-
ジ参照｡しかし,賃金裁定の場がスピ-ナムランド集会に移されたのは,たんにこのような｢慣
行｣によるものではないと思われる｡その点については行論で触れることになろうO
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2.スピーナムランド集会

こうして5月6日にスピーナムランド集会が開催されたのであるが,その当

初の目的はあくまで賃金裁定であった｡しかし,実際に採択された決議の内容

は,-すでに触れたように,賃金裁定ではなく救貧税からの賃金補助であった｡

その点について決議は, ｢日雇労働者の賃金を規制するごとによって援助を与

えるのは治安判事にとって不都合 notexpedientである｣89'としか述べていな

い｡では,治安判事達にとってはいったい何が ｢不都合｣であったのか,この

ような決議が採択されるにあたってはいかなる事情が介在したのか,また,質

金裁定から賃金補助への転換が行われたことによって,そこに乗合した人びと

の利害に変化があったのか否かOスピ-ナムランド集会に至るまでの経過を見

てきたかぎりでは,このような疑問が当然生じてくる.以下では,これらの疑

問に答えることを課題としながら,スどこナムラソド集会それ自体についての

立ち入った分析を行うことにしよう｡

まず,集会の構成についてO決議によれば,出席者は ｢当カウソティの治安

判事達と数名の思慮深い人びと severaldiscreetpersons｣ であるが,治安判

事の総勢は集会の議長である先のダソダス以下18人であった40)｡ニューマンに

よれば,彼らはすべて土地所有者であり,うち6人は ｢貴族とジェソトリの主

だった邸宅 PrincipalSeatsoftheNobilityand Gentry｣叫)に住む大土地所

有者である.さらに,この6人と一部重複するが,6人がバークシアにマナを

所有していた｡また,18人中10人の所有地の大部分は人口1000人前後の農村教

区にあり,残 りのうちの2人はそれよりも人口の多い農村教区の居住者であっ

た｡また,18人全員の所有地について見れば,バークシアの全20-ソドレッド

中の14の-ソド1/ッドに広がっている42)O彼らはバークシナの大土地所有者の

39) TheReadingMeT･czEry,llMay1795,quotedinBruce.M.(ed.),TheRiseoftheWell

fareState:EnglishSocialPolicy,160111971,tIondon,1973,p･481以下,｢スピーナムラン

ド決議｣の引用はすべてここから行う｡
40) Cf.Neuman,oPcl't.,pP.75,85-87;Hammonds,op.cit.,Ⅹli.
41) Neuman,oP.cit.,p.73.
哩) Cf.ibid.,pp.86-87.
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利害を,その地域的な利害をも含めて代表していたといいうるであろう｡

では,,｢思慮深い人びと｣についてはどうか.彼らの正確な人数や素性に関

する史料は今日ま､七のところ発見されていない48㌔ しかし,彼らについてのあ

る推測を可能にするのは,バr-クシアの舟運会社の経営者であり,ニューペソ

などの貧民監督官を歴任したフレデリク･ペイジ FrederickPageがこの集会

の議論の内容を熟知していたということである44)｡この事実は極めて重要であ

る｡スピーナムランド集会は,治安判事達が行政に関わる問題を秘密裡に検討

し処理する会合のひとつであったといってよい45)Oもちろん,そこでの議論の

内容も一般には全く知らされていない46)｡したがって,集会についてのペイジ

の詳細な知識は,ニューマンも推定するように47),彼が集会の参加者であって

はじめて得られたものと断じてさしつかえあるまい｡ペイジの集会参加が確実

視されるならば,問題の ｢思慮深い人びと｣のうちに彼が当然含まれることに

なる｡このように見てくれば, ｢思慮深い人びと｣とは,ペイジがそうである

ように貧民監督官であったとするのが妥当な解釈であると思われる48)｡

それでは,集会における議論はいかなるものであったか｡そこには賃金裁定

に対する賛否両論が存在した｡ペイジによれば賛成派の議論は こうである｡

｢雇用者にパンの価格に比例した賃金支払いを命ずれば,労働者が受けとるも

のが自分の労働に対する支払いとなるので,彼にとってはある励みになるだろ

43) ウェッブ夫妻はスピーナムランド集会の出席者を牧師 7̂ ,地主13人としているが, ｢思慮深

い人びと｣については特に言及していない｡cf.Webbs,TheOldPoorLaw,p.178.

44) これはペイジから友人のフレデリク･モー トン･イーデンへの手紙によって確認される.その

手紙の内容はそのままイーデソの著書の一部となっている.cf.Eden,F.M.,TheSlateofLhe
PooT･IOr,theHistoryoftheLabouringClassesinEngland,from theConquestioike
PresentPerわd,3vols.,London,1797(reprinted1966),Vol.Ⅰ,pp.576-589.以上の点につい

ては,cf.DictionaryofNationalBiography.なお, ペイジの やや詳しい経歴は,cf.Neu-
man,op.cit.,pp-102-103,NotestoPartIIChapter1.

45) ウェッブ夫妻によれば,そのような会合にも当該問題に関与する吏員は通例出席することがで

きたocf.Webbs,TheParishandtheCbunty,p-444.
46) Cf.Hammonds,oP.cit_,p.108.
47) Cf.Neuman,oP.cil.,p･81.

48) 田代不二男氏も,その論拠は示されていないが,スピーナムランド集会の出席者を ｢治安判事

たちと貧民監督官たち｣とされているC 田代不二男 『イギ1)ス薮貧制度の発達』光生館,1969

年,87ページ参風｡
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ラ.彼はそれを施しではなく自分の権利と考えるだろうOそして,今やほとん

どすたれかけている独立の精神が保持され,滴養されるであろう｣49)O この議

論は,賃金裁定によって賃金が増額されれば労働者は教区救済に依存しなくて

すみ,したがって彼らは被救他民ではなく独立した労働者としての地位を維拷

しうるとするものである｡これは集会が招集された趣旨に合致しており,当初

は治安判事の多数がこのような意見に賛同していたと考えられる｡

しかし,治安判事の中にも反対派がいたOたとえば,ビンフィール ドBin丘eld

の教区牧師であり,ウィソザ Windsorの大聖堂参事会員 canonでもあったネ

ドワド･ウィルスソ Edward Wilson50) がそうである｡彼はこの年の10月に

『貧民の現状に関する所見ならびにその改善策』と題するパンフレットを刊行す

るが,その中で賃金裁定反対論を展開しており,その内容からスピーナムラン

ド集会における彼の議論を推察することができる51)｡ウィルスンはパンフレッ

トの中で ｢経験によれば法は決して適正に賃金を規制しえないことがわかる｣

としてアダム.チミスを引用しつつ.次のように述べる.｢労働 〔の価格〕は,

いつの時代にも,市場にもたらされる他のあらゆる物と同様,法の干渉なしに

それ相当の所に落ち着いてきた｡これは将来にわたっても確実なことであり,
●●●●●●■●●●

その際に労働白身にとっての有利さがそこなわれたり,社会の秩序が乱された
●●●●●●●●

りすることはない｣52). ウィルスソのこのような議論の背後には,貧民の状態

についてのある認識が存在した｡彼は貧民の窮状そのものは認めるが,しかし,

その他方で趨勢的には労働者の実質賃金は上昇していると主張しており53),そ

の観点から貧民の窮乏も何ら恒久的なものではなく,むしろ貧民自身の浪費に

49) Eden,op.cii.,p･578.
50) ウィルスソは,かつて小ピットの家庭教師を10年余りっとめたこともあるocf.Reilly,R.,

WilliamPittikeYounger,NewYork,1979,pp.7,ll.

51) バークシアの治安書記W･バ ドゥによれば,同′iンフレットの大要がスビーナムランド集会に

.おけるウィルスソの議論であ･つたocf･Wilson,E･,Observat1-0nsonikePresentStateofthe
PoorandtheMeasuresPrqposedforitsImprovement,Reading,1795,Advertisement(by
W.Blldd).

52) Ibid.,p･12.(傍点原文イタ1)ッ ク)

53) Cf.ibid.,pp.14116.
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起因する一時的なものにすぎない,とするのである54).すなわち,ウィルス1/

の議論は賃金の自由放任論であり,同時に背け度的な貧民救済そのものの否定論

でもあったといえよう｡

治安判事内部にもこのような対立が存在したのである｡ダソダスを筆頭とす

る主流派,すなわち賃金裁定賛成派は地域的支配者として住民を保護するとい

う旧来の地主の理念の代表者であったといってよい｡すでに述べたように,ゝそ

の理念がそれを通じて現実のものとなった関係としてのパターナリズムO-基礎

は根底からはり崩されつつあったのだが55),むしろそれだからこそ逆に彼らの

理念の上ではより頑強なものとして現れたといえるのではないか｡その点は後

にも触れるが,そもそも-1)ザべス時代の職人規制法にもとづいた賃金裁定を

救貧政策の一環として導入しようということ自体それを物語っている｡他方,

ウィルスンらの救貧そのものの否定論は,土地所有からの経済的利害の獲得の

みに向かうという,いわば客観的動向のよりリアルな認識に立った ｢近代的｣

土地所有者の最先端的部分の議論と解される｡このような対立する議論の存在

札 土地所有の性格の転換という事態がバークシアにおいても現実に準行しっ

あったことを如実に示すものであるが,上に述べた ｢パターナリズムの理念の

上での強化｣ も,実はこの転換過程の進行に対する土地所有の旧理念の側から

の当然ありうべき反作用であったといえるのではないか｡治衰執着内蔀 セゐ

｢対立｣というも,それは転換過程における土地所有の現実の姿を反映したも

のにはかならないのである｡

集会における議論に立ち戻れば,ウィルスソらは,､集会招集の経緯から見て

も治安判事のうちでは少数派であったと思われる｡したがって,集会の当初の

目的であった賃金裁定が彼らの反対のみによって放棄されたとすることは困難

54) Ci.ibid.,pp.13-21.したがって,ウィルスンによれば,貧民はその窮乏からは｢私的慈善あ

るいは教区の援助 parochialassistanceによって最もよく救われる｣(ibid"p.17,)とされる｡

(ちなみに,彼の鍵起する抜本的な窮乏対策は ｢教区銀行｣の設立による貧民の貯蓄奨励であ

る｡cf.ibid.,pp.22-26.)

55) 前掲拙稿27-28ページ参鳳,
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であろう｡ここで想起すべきは ｢思慮深い人びと｣としての貧民監督官の存在

である｡彼らは治安判事の一定の統制下にあったが,それと同時に教区会の意

思斉も代表していた｡彼らは二重の圧力をうける立場にいたのである｡すなわ

ち,一方では,当怨のことながら,カウソティにいまだ一定の強固な支配力を

もつ貴族的大土地所有者を主体とする治安判事からのパターナルな圧力をうけ,

他方では,教区会の主流を占める借地農層の圧力をうけながら救貧行政にあた

っていた｡貧民監督官は,雇用者たる借地農の圧力の下,その利害の代表者と

しての立場にあるかぎりでは,賃金裁定というような借地農の利害を大いにそ

こなう決定には当然強力に反対したはずである｡先の集会招集の布告が示すよ

うに,貧民監督官こそは,治安判事達にとって,いかなる決議をするにせよそ

れとの協議ぬきには事の実施が不可能な存在だったのであるから,彼らの反対

は治安判事内の賃金裁定賛成論を根底からゆるがすものであったといえよう｡

また,教区の借地農層の利害自体ウィルスソ的 ｢近代｣地主のそれと一致点を

もつものでもあったOこうして,借地農層の利害の代表者たるかぎりでの貧民

監督官と治安判事内の反対派という二重のプp ックに出会って賃金裁定は琴棄

されたとの推定が成 り立つ｡これが決議にいう ｢不都合｣の内容だったと思わ

れる｡

賃金裁定が放棄された事情それ自体をとりだせば,とりあえず以上のようで

あったと見られるが,では,賃金裁定に代わる皐のとしてほかならぬスピーナ

ムラソド制度が選択されたのはなぜであろうか｡ここで再び貧民監督官の存在

に目を向けねばならない｡彼らが二重の圧力をうけていたことはすでに見た｡

そういう立場にある彼らにとっては,実際には賃金裁定に同意することも不可

能であれば,救済そのものを放棄することも不可能だったはずであるO

では,教区において貧民監督官が現実にとりえた方策は何であったか｡それ

紘,まず,次の事例が示すような非就業者に対する従来からの伝統的な一時的

手当支給である｡

(1) プラドフィール ドBrad丘eld
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1772年11月以降20年間,主として冬期に ｢仕事のない｣男子に手当支給｡

(2) プリムプトン Brimpton

1778年の冬以降,季節的失業者に対して,また時に冬期以外の失業者に

対しても手当支給56)0

これらとスピーナムランド制度との間にはまだ大きな距離がある｡しかし,

その距離をうめるような,両者の中間的性格をもつ方策がとられていたことも

事実である｡次の事例がそれにあたる｡

(3) イース ト･-ソドリドEastHendred

1786年12月,賃金補助的手当をラウソズマン制度57)と結合させた形で支

給｡すなわち,常雇でない労働者は ｢土地の占有者などに適正な比率で割

り当てられ,それぞれの雇主から日に6ペソ汝与えられるが,その頃をこ

えて自分の生計に必要な分は貧民監督官によって支給｣される58).

このように,貧民監督官によっては,賃金補助に近い救済策を現実にとって

いるケースが見出される｡したがって,上に見た二重の圧力の双方にある程度

応えうる手段は従来の手当支給の延長上に求められたといえよう｡それが雇用

者側には有利であり,治安判事の主流派にとっては地域住民の保護というその

理念とも合致したのである｡

56) ニューマンは1780年代初頭以降における同様の手当支給の事例を他のいくつかの教区について

もあげているocf.Neuman,oP.cit.,p.159.
57) この制度の名称は貧民が教区の雇用者の間で ｢たらい回しround｣にされたことに由来する｡

18世紀末のバークシアでは, ここにあげた事例以外にもShin丘eld,Drayton,Tilehurstなどの

教区でさまざまな形態のラヴソズマン制度が採用されている｡cf.ibid.,pp.1851186.なお,ラ

ウンズマン制度一般については,さしあたり,cf.Webbs,TheOldPoorLaw,pp.190-191.

58) Cf･Neuman,oP･cii･,p･159･ただし･ ニューマンは こ.こでとりあげた三つの事例をすべて
｢賃金補助制度としての前例｣ととらえており,そのために彼は,スピーナムランド制度につい

ても,われわれにとってほ賛同しがたいフェイの言を引用しながら,｢それが広がりっっあった

ために何らかの規則によって統制されることが必要になった行為｣(Fay,C.氏.,TheCornLaWS

andSocialEngland,Cambridge,1950,p1339,quotedinNeuman,oP.cit.,p.76.)を体系

化したもの,と結論づけてしまうことになる｡すなわち,ニューマンはスピーナムランド制度の

独自性を看過しているのである｡スピーナムランド集会についても,われわれが本稿で依拠した

ような多くの事実を彼が提示しているにもかかわらず,それらにほとんど分析が加えらえていな

いのもそのためであろう｡
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加えて,賃金裁定がむしろ非現実的ではなかったかということか情況からは

判断される｡すなわち,それが就業者の事実上の賃上げによって就業者を救済

することであれば,この時期に増大しつつあっ声非就業者59'を救済しえないこ

とになる｡また,非就業者が増大している情況下にあっては,賃金裁定を行っ

て雇用者に賃金増額を強制しうるような条件もなかったといえる｡さらに,そ

もそも治安判事達自身がその賃金裁定権を確かなものとは考えていなかったの

ではないかという推定さえ成 り立つ｡賃金裁定を行うために貧民監督官を含め

た集会を閲かねばならなかったということ自体がそれを示唆している｡また,

時期はやや下るが,サファクの治安判事が1817年の救貧法に関する特別委員会

-の陳情書の中で ｢治安半瞳 は賃金率を定める権限を持たない｣60'と明言〔て

いることも上の推定の傍証となろう｡賃金裁定から賃金補助への転換には,そ

れを必然的なものにする根拠と情況とがあった｡その点で治安判事の主流派も

方針を転換しえたのである｡

ここで決議そのものに立ち帰れば,先の引用に続 いて, カ ウソティ全体の

｢借地農業者とその他の人びと｣に対して ｢食料品の現在の価格に比例させて

その 〔雇用する〕労働者への支払いを増額｣するよう勧告されてはいるが,こ

の勧告が治安判事の目からも実効のないものであったことはもはや明やかであ

ろう.しかし,このようないわば性し書きを加えることによって,資本家的借

地農の利害を無視しても貧民を救済するのは治安判事であることを示す必要が

あったと思われる｡

そして,決議は, ｢彼ら 〔-治安判事〕は,そのおのおのの管区 divisions

において,すべての貧困にして勤勉な男子とその家族を救済するた桝こ以下の

59) この時期には,囲い込みの急激な進展によって小土地占有者の土地からの切り離しが大塊横に

進行していることに留意されたい｡､この点については, さしあたり,cf.Chambers,∫.D.and
Mingay,G.E.,TheAgriculturalRevolution,1750-1880,London,1966,pp.102-103;前掲

拙稿参照｡

60) ReportfromtheSelectComml'lteeonlhePoorLaws,1817,VI,AppendixH,p.167,
quotedinDunkley,P.,TheCrisisofLheOldPoorLawinEngland1795-1834.IAnlnier-
2retiveEssay,NewYorkandLondon,1982,pL68.
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計算にしたがって手当を支給する｣として,最低生活水準を確保するための,

第 1蓑で説明されるような週収入の尺度を提示し,各家族の収入がこの水準に

満たない場合にはその不足額が支給される,と定められたのである81)0

第 1蓑

注) 1) この規定は決議文そのものにはないO

出所) Eden,op.cii.,p･577の蓑より作成.

こうして ｢一定の最低生活水準の尺度にもとづいた賃金補助制度｣という内

容をもって成立したスピーナムランド制度は,上に見たように,借地農の利害

と治安判事すなわち地主の利害との妥協策として,ある程度現実に行われてい

たものの延長上に位置するが,しかし,教区における従来の手当支給に ｢生活

保障原理｣ともいうべきものを盛 り込んだという意味では,治安判事の側から

は環極的な救貧政策であlった｡その背景には1795年の ｢危機｣の認識における

治安判事と貧民監督官の一致が存在し,そのことによって,内実を失いつつあ

る治安判事の統制力の下でもこのような ｢原理｣が導入されたといえよう｡こ

のように見てくれば,スピーナムランド制度は,死にかけていたパターナリズ

61) 手当の支給にあたって何らかの尺度の使用を命ずることは他のカウソティの裁判所の決定の場

合にも見られる｡たとえば,パキンガムシアとオクスファドシアでは,1795年のイピイ7ァニ裁

判所において家族構成に応じた定額の尺度の導入が決議されている｡cf･Webbs,oP･cit･,p･177;
Hammonds,oP･cii.,p.109.しかしながら｢スピーナムランド決議｣には,上のような例 とは

異なる独自性がある.すなわち,最低生活水準をパンの量に換算して定め,その水準をパン価格

と連動させた ｢スライディング･スケール｣によって保障するとしたことである｡これが- ス

･ピーナムランド部度と｢決議｣.の内容とを等置しないにもかかわらず- スピーナムランド制度

の成立をこの時点に求めるゆえんでもあるO
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ムが最後に少なくとも理念の上ではむ しろ強化されたことを物語るものであ り,

そのかぎりで,それは,いわば死に顔 した地主パターナ 1)ズム甲最後の光空で

もあったのである｡

(1987.6.25)

〔附 記〕

本稿脱稿後,田連勝也 ｢イギリス救套法についての一考察- `̀スピーナムランド決

義"をめぐる論議- ｣ (『松山商大論集』第39巻第2号,1988年6月)が公表された｡

田遠氏の論文は,基本的にはニューマンの研究に依拠しつつ,本稿では立ち入らなかっ

たいくつかの論点 (スピーナムランド･スケールにおいてパンの価格が1シリング6ベ

ンスを超えた場合にはパンの規準量が引き下げられている問題,スピ-ナムランド決議

と｢ウィ1)アム･ヤ./グ法｣ノとの関係など)についての有益な指摘を行っているOあわ

せて参照されたい｡




