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『人文学報』 第 87号 (2002年 12月)
(京都大学人文科学研究所)

財政軍事国家とスコットランド
- 19世紀前半の周辺地域政策と国家の変容-

坂 本 優 一 郎
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第 1章 ｢財政軍事国家｣と周辺地域

第 2章 国家の変容と周辺地域

おわりに

は じ め に

18世紀イギリスの大きな特色として,中央政府の対外的な強さと対内的な弱さが並存 して

いたことがある｡ 当時のイギリスは100年以上にもわたって断続的にフランスやスペインと戟

い, 1815年には最終的な勝利をおさめた｡ その強さの源は, 莫大な額にのぼった戦費を調達

する能力にあった｡ イギリスは内国消費税 (excise)を中心にヨーロッパでも最高水準の重税

を課 し,それを利払いの原資に設定することによって公信用を維持した1)｡その結果,中央政

府はヨーロッパでも最小のコストで莫大な公債の発行を可能にした2)0 1799年にはじめて所得

税が導入されるまでは, 公債によって戦費の多くがまかなわれていた｡ このように, 1688年

から1815年までのイギリス国家の特徴として,中央政府の ｢強さ｣,すなわち大国フランスと

の長期間にわたる戦争を可能にした戦費の獲得能力をあげることができる｡とりわけ,内国消

費税の徴税機構が重要であった｡財政部局の機能にイギリスの ｢強さ｣を見出したジョン･ブ

ルーワは,当時のイギリス国家を ｢財政軍事国家｣(fiscal-militarystate)と呼んでいる3)0

その反面,大陸の諸国家と比較すると,国内における中央政府の統治権力は弱体であった｡

中央政府の官僚組織が地方の司法や行政に介入することは例外的で,時期によって多少の変動

があるとはいえ,地方の統治を担う無給の治安判事職はおおむね,在地の名望家によって独占

されていた4)｡ また, 中央政府が州統監を通 じて治安判事の任免に直接的な影響力を行使する

ことはまれであり,事莱上,それは地方の意思にゆだねられていた｡こうした地方の自律性の

高さは,中央政府の直接的な統治権力が弱体であったことを示している｡
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しかし,地方の自律性が高かったことによって,中央政府の戦争能力が損なわれたわけでは

ない｡ それは逆に, 中央政府の対外的な強さの前提であったとさえいえる｡ なぜなら, 18世

紀のイギリス国家は,地方の統治を地方の手にゆだねることによって官僚機構の発展を財政部

局内にとどめ,政府が有する資源を対外戦争に集中することができたからである｡つまりイギ

リスは,地方の自律性を最大限に利用することによって効率的な資源の配分を可能にし,フラ

ンスやスペインとの戦争を勝ち抜 くことができたのである｡

このように,大陸諸国と比較 して中央権力が弱体であったイギリスでは,地方の自律性に配

慮しっっ地方の安定性を確保することが,中央政府にとって重要な課題となった｡そこで,断

続的な戦争を遂行 しっっ地方を安定させる装置として重要性を増 したのが,中央の議会であっ

た｡議会は,自律的な地方の利害にじゅうぶんに配慮 し,また,地方みずからの手では解決で

きなくなった係争問題を調停する場を提供 した5)｡地方の要請に応 じて法を制定することで,

地方のさまざまな集団にその正当性と権限を付与 した｡つまり,議会が地方の自律性に配慮 し

つつ地方の要求を効率的に処理することによって,中央政府は地方を安定させることができた

といえる｡

同時に,この時期のイギリス国家がいちじるしい領域的な膨張を経験 したことにも注目しな

ければならない｡ 1707年のスコットランド合同条約および, 1800年のアイルランド合同条約

によってイギリスは,イングランド,ウェールズ,スコットランド,アイルランドから構成さ

れる ｢連合王国｣ となった｡ このような領域の拡大は,｢財政軍事国家｣にも大きな影響を与

えたといえる｡ たとえば,世紀中葉までつねに-ノーヴァ朝を脅かしたジャコバイ ト反乱の根

拠地は,スコットランドの-イランド地方にあった｡また,アメリカ植民地の独立につづくイ

ギリス帝国崩壊の危機の震源地は,アイルランドにあった｡ところが,これまでの ｢財政軍事

国家｣論では,あらたに編入された不安定な周辺地域との関係は,あまり論 じられてこなかっ

た6)｡それは,周辺地域の財政的な貢献度が低かったためであるとおもわれる｡ しかし,上述

したように, ｢財政軍事国家｣ では対内的な安定が対外的な強さの前提であったこと考慮する

と,不安定要因をとくに内包 していた周辺地域と中央との関係は,重要な研究課題になると考

えられる｡

また,1815年の終戦以降,｢財政軍事国家｣はいちじるしくその正当性を喪失 し,解体の途

をたどっていく ｡ こうした国家の変質については,従来の近代化論を否定 しつつ, ｢財政軍事

国家｣ 論を前提としながら, おもにその動機 ･目的 ･担い手について明らかにされつつある7)0

しかし,これまでの関心は,もっぱら中央 レグェルにおける変化に集中してきた｡そのため,

こうした国家の変質が地方の安定化政策に与えた影響,とりわけ,あらたに連合王国内に編入

された周辺地域への影響については,ほとんど研究が進んでいない状況となっている｡

そこで本稿では, おもにスコットランドを対象として,｢財政軍事国家｣末期の周辺地域に
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対する地方安定政策に焦点を当ててみたい｡中央政府がどのような政策によってスコットラン

ドの地域利害に対処 したのか｡ その結果, スコットランドでは何が起きたのか｡ さらに,｢財

政軍事国家｣の解体はスコットランドにどのような影響を与えたのか｡本稿ではこれらの点に

ついて,とくに周辺部において重視された経済面に注目しながら明らかにしたい｡具体的には,

スコットランドとアイルランドに対する共通の経済政策である ｢ニシン漁業の振興｣をとりあ

げる｡それは, 19世紀のはじめに両地域でほぼ同時に実施された政策であり,また,｢連合王

国｣ の枠組みで展開されたはじめての地方経済政策といえるものである8)｡連合王国でもとり

わけ不安定であった周辺地域を対象に, その地域経済政策に焦点をあてることによって, ｢財

政軍事国家｣期に連合王国の枠組みで展開された地方経済政策が,国家の変容からどのような

影響を受けたのか｡これを明らかにすることが,本稿の課題となる｡

第 1章 ｢財政軍事国家｣と周辺地域

1 スコットランドと漁業振興

18世紀のスコットランドには,イングランドの毛織物工業にあたるような基幹産業は存在

しなかった｡ 18世紀はじめのスコットランド, とりわけ-イランド地方の経済は, 零細な農

業を基軸としたひじょうに弱体なものであった9)｡そのため,1707年のイングランドとの合同

のさいも,スコットランドがイングランド経済圏に編入されることによる経済的な得失が一大

争点となった10)｡

合同以後,当時の大国オランダの富の源泉であったニシン漁業に注目し,その振興によって

スコットランドを発展させようとする試みがなされた｡ たとえば, 1727年に設立された ｢ス

コットランドの漁業 ･製造業促進を目的とする管財人委員会｣ (the Board of Trustees for

ImprovingFisheriesandManufacturesinScotland)は,合同後のスコットランド産業振興を目

的として設立された組織である11)｡ また, 1749年には ｢自由イギリス漁業会社｣ (theSociety

oftheFreeBritishFishery)が議会の認可を受けて設立され,その資本金 50寓ポンドは公募さ

れた｡当時の皇太子フレデリックが総裁に就任 し,海軍の英雄であったエ ドワード･ヴァーノ

ンや, いわゆる ｢ホイッグ反宮廷派 (オポジション･ホイッグ)｣系のロンドン･シティの大商

人などが,役員や出資者として名をつらねた12)｡同社は,オランダによるニシン漁の独占に対

抗 し,その富の源泉を奪取することによって雇用と税収を増加させ,人びとを漁業に従事させ

ることによって海軍の船員を養成するという,財政軍事主義的な性格を強 く帯びるものであっ

た13)｡ この試みはロンドンを中心とするものであったが,エディンバラなどのスコットランド

各地の都市 も積極的に出資し,支部を設けている｡ しかし,ニシン漁業 じたいは,それ以前の

試みと同様に,あえなく失敗に終わっている14)｡
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1745年にジャコバイ ト反乱が勃発 してからは,スコットランドの安定,とりわけ反乱の拠

点であった-イランド地方を安定させる必要性が強調された15)｡このような主張は,1784年

のアメリカ独立をきっかけに一段と強まり,帝国解体の危機と結びつけるかたちで ｢ノース ･

ブリテン｣たるスコットランドの安定が主張されるようになってくる｡ その例として,グラス

ゴウ大学の教授でありアダム ･スミスとも通 じていたジェイムズ ･アンダーソンや16), スコッ

トランド経済のあり方を主題とする多数のパンフレットで著名なジョン･ノックスをあげるこ

とができる17)｡彼 らは,アメリカ独立によって解体の危機に瀕 しているとするブリテンの政治

的な統合と,後進地域であるスコットランドの経済発展の必要性を結びっけることによって,

中央政府による直接的なスコットランドへの経済振興政策の必要性を主張 した｡彼らがその手

段としてもっとも重要視 したのが,ニシン漁業の振興であった｡

ここで, アンダーソンやノックスらの主張はすべて,｢財政軍事国家｣ 的な発想を前提とし

ていたことに注目したい ｡ すなわち,｢メトロポリタン･エンパイア｣ っまりブリテン島にお

いて,スコットランドは経済後進地域である｡その遅れた地域を漁業の振興を通 じて急速に発

展させねばならない｡スコットランドで漁業が発展すれば,船員を養成することによっで慢性

的な海軍の兵力不足を解決 し,これまでオランダに独占されてきた富を獲得することによって

あらたな税源を獲得できる｡ したがって,スコットランド地域経済の発展のために,中央政府

が資金を支出 してニシン漁業を援助すべきである,という論理である18)｡とりわけジョン･

ノックスは,中央政府による漁業への直接的な援助が第一義的に重要であると主張 している19)｡

つまり, かれらは, ｢財政軍事国家｣ の公益と結びつけることによって地域の利害を主張 した

のである20)｡ かれらにとってニシン漁業とは, ｢財政軍事国家｣ における戦略的に重要な産業

であり,同時に後進地域スコットランドに経済発展をもたらす産業でもあった｡

それでは, 具体的にどのような動きが見られたであろうか｡ アメリカ独立直後の 1784年に

は,以上のような議論の高まりを背景として,中央の議会では庶民院特別委員会が設置され,

漁業振興政策の必要性が討議されている21)｡スコットランドでは,1786年に ｢この王国の漁

業の拡張と海岸地域の改善を目的とするイギリス協会｣ (BSE:British Society forExtending

theFisheriesandImprovingtheSeaCoastinthisKingdom)が設立された22)｡ この協会は,各

地に漁業施設を創設 し,漁業により雇用を確保することによって,当時,深刻な問題となって

いた-イランド地方の人口流出を防止 しようとした23)｡たとえば,アラブールはこの試みに

よって造成されたスコットランド西岸の植民漁業基地である24)｡1811年には,この協会の援

助によって,漁船を400隻収容できるプロトニータウン港が新設された｡これは,隣接するウ

イック港の混雑解消を目的としていたが,完成後,ウイック地域の塩漬けニシン生産量は急激

に増加 した25)｡そのはか, この協会は漁獲高や塩漬けニシンの生産量に応 じて報奨金も与えて

いた｡おなじような報奨金は,この協会と関係が深かった ｢スコットランド･-イランド協
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会｣(HighlandSocietyofScotland)も提供 している26)｡

社会資本投資によって漁業を振興するこうした試みは,すでにスコットランド各地域の地主

によって個別におこなわれていた｡ しかし,地域全体の経済発展を目的とした組織的な試みは,

この協会によるものがはじめてであったといえる｡ この協会はスコットランドの地域利害に深

い関心を持っ開明的なスコットランドの支配者層が中心となって運営された｡また,議会制定

法によって,株式会社組織をもちいて運営資金を募る権限を認められた｡1818年のデータに

よれば, この協会への出資者は450名を数え,その出資金の総額は35,154ポンドにのぼった｡

出資者のうち貴族は33名,庶民院議員は8名いた｡発足当初の理事には,総裁であるアーガ

イル公爵のはか,スコットランドの貴族が7名,ウィリアム ･ウィルバーフォースをはじめと

する庶民院議員 5名など,あわせて 14名が就任 している27)｡

18世紀のイギ リス国家ではしばしば,このような地域的な組織が議会の権威と機能を利用

して地域利害の実現をはかった｡ しかし,スコットランドが他の多くの地域と異なるのは,比

較的経済政策に力点が置かれており28),漁業振興のための奨励金を支給するかたちで,中央政

府が直接的な財政的援助をおこなっていた点である｡それは,スコットランドによる地域的な

経済利益の実現と同時に,スコットランドの安定を目指す中央政府の意思でもあった｡このよ

うに,財政軍事国家の ｢公益｣の下で,中央政府と地域社会は相互依存的な関係をもっていた

のである｡

ニシン漁業の奨励金には,漁業に従事する船舶の トン数に応 じて交付されるものと,漁獲 し

たニシンに塩漬けによる保存処理をほどこした量に応 じて交付されるものとがあった｡中央政

府からの奨励金による直接的な漁業振興政策は1749年にはじめて立法化され,以後約 80年間

にわたって継続された｡1749年法では,20トン以上 80トン以下のデッキ付き大型漁船に対 し

て, 1トンあたり30シリングの奨励金が交付された｡交付の条件として,12ブッシェルの塩

を新 しい樽にいれて漁船に積載すること,乗組員は6名以上とすることなどが明記された｡さ

らに,漁獲 したニシンに塩漬けによる保存処理をほどこして外国に輸出したばあい,バレルあ

たり2シリング8ペンスの輸出奨励金が交付された｡1757年法では, トン数奨励金が トンあ

たり50シリングにひきあげられたが,1771年法では トンあたり30シリングに減額 され,

1786年法ではさらに20シリングにまで削減された｡この法では15トン以上の漁船に奨励金

を与え,塩漬け処理に対 しては,バレルあたり4シリングを与えると明記された｡さらに, ト

ン数奨励金の対象外の小型漁船にもはじめて,バレルあたり1シリングの奨励金が与えられ,

のちにそれは2シリングにひきあげられた｡その後,何度か修正が加えられ,奨励金は徐々に

減額されていった29)｡

しかし,中央政府からの財政支出を求める論者の主張とは裏腹に,奨励金によるこうした政

策は目立った成果をあげることなく失敗に終わった｡その背景には,当時のオランダ漁業が強
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力であったことや,スコットランドの塩漬け技術がおとっていたことなどが考えられる｡ その

ため,漁獲量 もす くなく,品質もおとるスコットランド産のニシンは,オランダ産ニシンが席

巻していた大陸市場にはまったく進出できず30),オランダの ｢富の源泉｣を奪取することがで

きなかった｡

1745年のジャコバイ ト反乱以降,イギ リス国家やスコットランドの開明的な地主層は,

｢ノース ･ブリテン｣ たるスコットランドの安定化をめざした｡ とりわけ, ｢13植民地｣ の独

立によってイギリス帝国が解体の危機にさらされた 1780年代には,ブリテンの政治的統合の

強化と経済的後進地域スコットランドの経済発展とを結びっける傾向が強まり,その有力な手

段として漁業の振興が叫ばれた｡スコットランドでは,地域利害の実現を目的として,私的な

組織が議会による立法化を通 じて財源を確保 し,漁業の振興が試みられた｡ また, ｢財政軍事

国家｣における公益と地域経済の発展との関係性を強調することによって,中央政府からの財

政支出によるニシン漁業の振興が求められたのである｡ ロンドンの中央政府は,奨励金の支給

によって,こうした要求に応えようとした｡つまり,イギリス国家は,議会制定法によって私

的な組織に権限と権威を付与 し, 同時に,直接的に財政支出を実行することによって,｢メト

ロポリタン･エンパイア｣の周辺地域であるスコットランドの経済発展と社会的な安定を目指

したといえる｡ しかし,とりわけ外国市場における圧倒的なオランダの優位の前に,その試み

はことごとく失敗に終わったのである｡

2 1808年法

しかし,当時のイギリス国家は,こうした障害に対 して柔軟に対応 した｡いきづまりを見せ

ていたスコットランド･ニシン漁業の振興政策は,｢イギリスのニシン漁業に関するさらなる

奨励とより良い規制のための法｣(48Geo.Ⅲ.C.110.以下,｢1808年法｣と略称)の制定によって

一変する｡

これが 1808年にうちだされたのは, 航海法で禁止されていた外国産ニシンの輸入が, その

前年に議会で解禁されたためである｡ 1807年 2月3日, 西インド商人 ･プランターから, 奴

隷の食糧とするために,外国産ニシンの本国への輸入許可を求める請願が庶民院に提出された｡

スウェーデン産ニシンのほうが本国産よりも価格が安 く品質にも優れているとするこの請願に

対しては,スコットランドから二回にわたって長文の反対請願が提出された｡ しかし,結局,

一定の関税を課すことを条件に,これを許可する法案が可決された31)｡当時,イギリスのニシ

ン漁業にとって,西インド諸島は最大規模の輸出市場であった｡この市場の将来性に対する危

機感が,1808年法制定のきっかけになったとおもわれる｡

1808年法は, 1786年法 (26Geo.Ⅲ.C.81)の改正法として制定された｡ 1808年 5月23日に

庶民院でその修正動議が出され, 5月26日に委員会へ付議された｡ 5月30日に委員会決議が
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出されて法案が確定 し,翌日に第二読会,再度委員会で審議されたうえで, 6月 13日に第三

読会と,法案は順調に通過 した｡庶民院では6月20日,貴族院では6月23日に可決され, 6

月25日に国王か らの裁可が下 りて正式な制定法となった32)｡この法の制定には,へンリ･ダ

ンダスのはか,ワ-ル トン,ロウズ,スコットランド検事総長,スコットランド法務大臣,-

スキッスン, ウェルズリィらが関係 していた｡ この制定法のタイトルには ｢British｣ と記さ

れているが,法案の推進者の顔ぶれから見て,この法は実質的にスコットランドを対象とする

ものであったといえる｡

たしかに,1808年法は,漁船の規模と保存処理をほどこしたニシンの生産に対 して奨励金

を交付するという点で,それまでの振興政策と手法はおなじであった｡ しかし,1808年法は,

製品としてのニシンの品質に厳密な規定が加えられている点で,これまでとはまったく異なる

ものであった｡1808年法では,規定の保存処理条件を満たした塩漬けニシン (｢クラウン｣ブラ

ンドと称された) に, 1バレルあたり2シリングが保存処理業者 (curer)に支給された｡ その

さい,厳格な品質管理が奨励金の要件 となったが,そのために ｢ニシン漁業委員会｣(the

commissionersforHerringFishery,以下,委員会と略称)が同法によってはじめて組織されてい

る｡

この委員会の構成は,以下の通りである｡ まず,スコットランドにおける経済政策の中心的

な組織であった ｢スコットランド管財人委員会｣の28名から7名を選出して ｢委員会｣ の委

員とし,委員は無報酬で法の運用 ･管理にたずさわった｡かれらはすべて,スコットランド在

住の貴族をはじめとする支配者層に属 していた人びとであった｡さらに,委員の下に実務に携

わる有給の職員を設け, 現場で品質の管理や奨励金の交付をおこなった (【図1】参照)｡ 1808

年法の実施当初では,秘書官,事務官,文書伝達官が 1名づっおり,エディンバラの漁業委員

会本部に勤務 した｡各港で業務にたずさわるのが検査員で,港ごとに1名ないし2名おかれ,

製品の検査に従事する｡ トン数奨励金の対象漁船-の立ち入り検査,製品品質の検査およびブ

ランドの指定,奨励金の交付などが,その業務であった｡現場の検査員を統率するのが検査長

で, スコットランドの東海岸 (リース)と西海岸 (グリーノック)に,それぞれ 1名おかれた｡

また,漁場を監督するのが漁業監督官で,海軍から軍艦 1隻とともに派遣されている｡検査員

や検査長は保存処理業務の実務経験者で構成され,委員会がロンドンの大蔵委員会に推薦 し,

大蔵委員会によって任命された｡

こうした試みは,1808年法を修正 した1815年法 (55Geo.Ⅲ.C.94)でさらにすすめられた｡

1815年法では1バ レルあたりの奨励金が2シリングから4シリングに増額された｡奨励金が

交付されるためにはブランド指定を受けなければならないが,その条件として,樽に使用する

板材の厚さを定め,鮮魚ニシンの単位である ｢クラン｣ を 1クラン42ガロンに統一するなど

の規格をさだめている｡ つまり, 1815年法には ｢ブランド｣ 製品の厳格な品質管理とその製
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漁

図 1 19世紀前半のスコットランド漁業の基本的構造

造に一層のインセンティヴを与えようとする意図があった｡ 1809年から1829年までに支給さ

れた奨励金額は, トン数奨励金が37,099ポンド,塩漬けニシン奨励金が659,958ポンド8ペン

ス,総計 697,057ポンド8ペンスにものぼった33)｡ これは,極度の財政難にあえいでいたこの

時期においては,非軍事 ･財政的な試みに対する異例の規模の財政出動であったといえる｡

それでは,1808年法や 1815年法は, スコットランドのニシン漁業にどのような影響を与え

たのであろうか｡1808年時点で検査員が置かれた港は11港にすぎなかったが, しかし,1811

年には20港,1813年には22港,1815年には25港,1816年には28港と,年を経るごとに増

加していった｡1820年代はじめには,主要な港はすべて網羅されている (【表1】)｡
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表 1 ニシン漁業委員会有給職員 (スコットランド･1820年)

職 勤 務 地 函 給 職 勤 務 地

俸 給事務長 Edinburgh 600 検査員 Shetl

and 137.5事務官 1

30 検査員 12〔)事

務官 120 検査員 70事務官

事務官 7050 検査員 70

検査員 Storonoway 120文書官 60 検査

員検査員 BarraLochBroom 70100検査長 Leith

250検査員 170 検査員 LochShildog 120検査員

120 監 督検査長 BarrisdaleLochCarron 100120検査員 Eyemo

uth 120検査員 Burntisland 100 検査員

Tobermory 120検査員 Anstruther

120 検査員 FortWilliam 70検査員

StonehaVen 120 検査員 Oban 70検

査員 Fraserburgh 120 検査員 Ⅰslay 70検査員 Banff 120 検査員 Cambeltown 1

20検査員 PortGordon 120 検査員 Loc

hGilphead 120検査員 Finshorn 100

検査員 ⅠnVerary 120検査員 Cromarty 120 検査員 Rothesay

170検査員 Helmsdale 100 検

査員 Glasgow 150検査員 Lybster 120

検査員検査員 AyrDumfries 12016検査員 Wick 17

0検査員 120 検査員 Stranraer 10

0検査員 SouthOrkney 120 検査長 Greenock 250検査員 120 検査員検査員 170120検査員 NorthOrkney 70漁業監督官

100漁業監督官 100 沿岸監督官 】 i 150出典 :p.p.,NinthReportoftheCommissionersappointedforinquiringintotheDuties,Salaries,Feesand
Emoluments,oftheseveralOfficers,Clerks,andMinistersoftheCourtsinScotland,1821.

委員会による品質の統制は,どのような効果をもたらしたのであろうか｡委員会の報告書によれば,｢(ブランド指定のための要件である)『はらわた抜き』(gutting)は急速に広がっ

ており,検査員によってブランド指定を受けたニシンの需要は日々増加 しつつある｣とされている 〔引用

文中の括弧内は筆者による挿入｡以下,同様〕｡また,｢ブランド指定を受けていないニシンは評判

が悪 く,(ブランド指定を受けたものより)売れる価格が低 くなっている｣ と指摘されている34)｡ ｢はらわた抜 き｣ はとりわけヨーロッパ市場で重視されており,1815年法でブラン

ド指定の要件になった｡ その結果,1816年より1820年まで, とくにヨーロッパ市場への輸出

が急伸している (【グラフ1】)｡ ｢-ンブルクに駐在 している
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(バレル)

300,000
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(午)出典 :p.p.,ReportsbytheCommissionersoftheHerringFishery,1812-1843,.Reportsby
theCommissionersoftheBritishFisheries,18

45,1850より計算,作成｡グラフ1 スコットランド産ニ

シンの輸出た36)｡ しか し,｢当初は反対 していた処理業



人 文 学 報
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(午)出典 :p.p.,ReportsbytheCommissionersoftheHerringFishery,1812-1843,.ReportsbytheCommissioners
oftheBritishFisheries,1845,1850より計算,作成｡

グラフ2 スコットランド産塩漬けニシンの生産と輸出表 2 ウイックの塩漬けニシン (単位 :バ レル)1816 1817 1818

1819 182015,905 13,362 21,599 36,991

43,112出典 :p.p.,ReportsbytheCommissionersofHerringFis

hery,1817-1821.各年のAppendixより作成｡かかった

が,その結果がどのようなものになったか,つぎの数字がどんな言葉よりももっとも雄弁に語ってくれるであろう (【表4】参照,以下略)｣ 表 3 ニシン漁業

の
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表 4 -ルムズディルのニシン漁業

年 ク ー パ ー 女 性 男 性 漁 船 (隻) ニシン (

バレル)1814 8 60 80

20 2,4001815 17 130

200 50 4,0001816 3

2 240 400 80 7,3001817 44 330 550 110 9,35
01818 70 520 700 140

14,3901819 70 645 1,020 204 20

,000出典 :Gray,J.,op.cit,p.35.れたのである｡

塩漬けニシンの増産には漁獲高の増加が必要であった｡漁獲高の増加には,漁船数の増加と船

体の拡大が必要である｡そのために,収容力のある港と漁船を購入する資金が必要になった｡港

湾設備については,BSEや個別の地主の投資によって新設 ･拡張 ･改修がおこなわれた0沿

岸警備隊の トマス･ブレイクが証言 したのも, まさにこの事実であった｡ ｢フレイザ-バラが 27

年前に改良されるまでは, (地主が手にする)港の使用料は年合計 80ポンドにすぎなかったのであるが, この20年間で毎年 900-1

200ポンドが支払われている｡ これはおもにニシン漁の発展によるものである｣39)｡

漁船規模の拡大はどのようにして可能になったのであろうか｡漁船を所有 したのは漁師で

あった｡漁師に資金を提供 したのは,まれに地主のばあいもあるが,通常は保存処理業者であった｡保存処理業者の多くは地元の人びとであった40)｡かれらは,鮮魚のニシンを腐 らない

ように塩漬け処理をほどこし市場に出荷 した｡この時期は運輸手段が発達

しておらず,市場を拡大するためには塩漬けによる保存処理が必要不可欠な作業となった｡

1780年代まで,保存処理業者は漁師から鮮魚を日々の市場での価格によって購入 していた

が,1790年代以降は一定の漁師とシーズン前に固定額で売買契約を結ぶようになった｡

実際の取引例から奨励金の効果を考えてみよう｡ ケイスネスの保存処理業者が 1クランあた

り8シリングで鮮魚を買い入れたとする｡ そのうち保存処理にかかる諸費用がバレルあたり8

シリングであった｡この保存処理業者は製造 した商品をすくなくとも1バレル20シリングで

売った｡この時点での純利益は1バレルあたり4シリングであるが,これに奨励金が付与された｡

1815年法による改正までは, 輸出したばあい, 2シリングと2シリング8ペンスという2種類の奨励金によって,利益は8シリング8ペンスになる41)｡保存

処理業者は 1808法や1815年法の奨励金によって決定的に利潤を増加させた42)｡

保存処理業には資本がそれほど必要ではなく,容易に新規参入が可能であった｡さらに,漁

業委員会の設立によって奨励金の交付が迅速におこなわれた結果,多くの職種からの保存処理業への参入が増加 した43)｡そのため,保存処理業者にとって漁師の確保が重要な問



人 文 学 報

一人の保存処理業者が契約を取り交わす漁船数は4-30隻とかなりの幅がある｡ こうした状

況は漁師側に有利に作用 した｡｢漁船の乗員は 1クランいくらといったようにあらかじめ決め

られた価格で保存処理業者と契約する｡漁期前に,漁師側に10-15ポンド前払いし, さらに

ボーナスを3-6ポンドを支給する｡ 宿泊所, ウィスキーなどの副収入を与えることも多い｡

そのため, (漁獲によって)漁師のかせぎは大きく変わってしまう｡ 漁獲高は50-300クランと

変動 し,収入も (漁船あたり)20-150ポンドに変わる｣44)｡

また,以下のような状況もみられた｡｢(国家が出す 4シリングの奨励金によって)スコットラン

ドの東海岸の富裕な農業経営者などが,ニシンの投機的な取引に手を出した｡かれらはひとヤ

マあてようと考え, 多額な融資を漁師におこなって, 漁船や網を (あらたに)購入させたりそ

の規模を大きくさせたりした｡漁師たちは簡単にその話にのってしまい,それであらたに2･

3人雇う計画をたてた｡ --(中略)--むろん 漁船 も網もぎりぎりにまで規模を大きくした

のである｣45)0

このようにして,船体の規模が拡大 した｡スコットランドでニシン漁業の主力となったのは

小型漁船であった｡その大部分は,デッキのない ｢オープンボー ト｣であるため鮮魚は痛みや

すく,操業後は素早 く帰港 しなければならなかった｡漁船は通常, 5-6人のパー トナーシッ

プで所有された｡ 19世紀初期では, このメンバー全員が平等に出資して, 漁獲物も平等に分

配されるのが一般的であった｡

パー トナーシップに参加できる者は ｢man｣とよばれた｡｢man｣は分配をフルに与えられ

るが, 18歳以上で結婚 していることが条件であった｡ それまでは, 14歳ではじめて出漁する

｢boy｣とよばれる見習いであり, 収益の分配もすくなかった｡ パー トナーシップの権利は長

子相続であり,子が幼 くて重労働に耐えられないばあいは,若者を雇い,子が成長するまで補

助した46)｡

1800年前後のウイックでは,漁船の規模は竜骨の長さで 16フィートであった｡規模が小さ

いと積載できる網の量が限られてしまううえ,また沿岸から遠 く離れた沖合へは出漁できない

ため, 漁獲高が制限される｡ このクラスの漁船で深さ12ヒロの網を8-10網積載 していた｡

1808年 の時点で も,規模 はほとん ど変わ らず 15-16フィー トであるが,1814年 には18

フィー ト以下の漁船はなく,大きいもので24フィー トの漁船も存在 した｡18フィー トの漁船

で 18の網が積載できた47)｡ 1830年代はじめには24-30フィー トになった｡ これらで40ポン

ドが平均的な価格であった.1840年には30フィー トの漁船が普通になっており,20-30の網

が積載できたが, 費用も60-70ポンドかかった48)｡ このように,漁船の規模は拡大 していっ

た ｡

ウイック地域では,漁船数が 1808年に214,1814年に822,1825年ごろには約 1,000隻と,

急速に増加する傾向が見られた｡地方銀行は保存処理業者には積極的に融資をおこなっていた
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が,漁師にはおこなわなかった｡その結果,漁師は漁船整備などの資金を,はば保存処理業者

に依存することになった49)｡

つまり,漁船のパー トナーシップによる一人あたりの負担軽減化,保存処理業者による市場

の拡大,保存処理業者間の競争による漁師側にとっての取引条件の向上,保存処理業者という

資金調達先の確保,これら諸条件が組み合わされることによって,漁師は漁獲手段を増進させ

たのである｡ このような構造の中核を占めたのが保存処理業者であった｡中央政府からの財政

援助が保存処理業者におこなわれることによって,この奨励金は構造的な重要性を持っていた

のである｡

ニシン漁の漁師には,漁業専業者と兼業者とが存在 した｡東海岸検査長のジェイムズ ･キャ

ルダーの証言を聴 こう｡｢スコットランド北部では大部分の漁師は農業や商業にたずさわって

いる｡ そのため農繁期の前には漁を終える｡いっぽう,南部では専業が主である｡ 成功すれば

職人や農業労働者よりは生活状態が良 くなるが,なにぶん不安定である｡年老いたり漁業がで

きなくなったりした漁師のために,フレンドリ･ソサエティが数多くある｣50)｡

専業漁師はニシン漁のシーズンが終わると他の魚種,たとえば- ドックやコッド (タラ類)

などのいわゆるホワイトフィッシュの漁業をおこなっていた｡ニシン漁による収入がホワイ ト

フィッシュ漁の収入よりもわずかながら上回ったようである｡ニシンの漁獲高の平均は100-

150クランであり,保存処理業者に売 り渡す価格はおおよそ 1クラン10シリングであったの

で,収入は50-75ポンドになる｡ 網などの装備にかかる費用はおおよそ10ポンドであったの

で,経費を差 し引くと40-65ポンドになる｡ これを5人で共有していたならば,利益は一人

あたり8-13ポンドとなる51)｡ したがって, 専業のばあい,漁業からの年収は約 15-20ポン

ド前後だったと推定される｡

漁師が兼業 した職種は,農業経営者,商人,農業労働者など多岐にわたる｡ その割合は不明

であるが,ここでは大部分を占めたと考えられる日雇い農業労働者を例にとりあげてみたい｡

既婚の男性農業労働者の賃金は,1808年から1825年にかけて大幅に下落している｡ ニシン漁

に従事 していれば,漁業による収入が生計に大きな位置を占めたと考えられる｡また,デパイ

ンはスコットランドにおける季節的な人口移動のもっとも強力な要因として,このニシン漁業

を挙げている52)｡ スコットランド全域の労働力がニシン漁業の発展を支えた｡スコットランド

のニシン漁は,専業 ･兼業を問わず,スコットランド下層社会の経済生活において,大きな比

重を占めていたといえる｡

こうして, 塩漬けニシンの総生産量は1820年までに大幅に増加し, その多くがスコットラ

ンド以外の地域に輸出された｡輸出市場はおもにアイルランドと西インド諸島であったが,と

くにこの時期にはヨーロッパ大陸市場が急激に成長 した｡ したがって,スコットランドのニシ

ン関連産業は輸出市場の変動からの影響を直接的に受けた｡ たとえば, 1820年の不況は, ア
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イルランド市場とヨーロッパ大陸市場が急激に落ち込んだことから起きた｡前者は,1820年

から1821年かけてのアイルランドでの豊漁と53), アイルランドでの漁業政策が影響 している｡

後者は, ノルウェーなどの外国との競争や54),肉類の価格下落などが原因であった55)｡ こうし

た不況は,漁師と保存処理業者間の固定価格契約制度によって,保存処理業者に深刻な損害を

もたらした｡

3 アイルランドと漁業振興

冒頭で述べたように,1800年の合同条約によってアイルランドは連合王国に編入された｡

18世紀のアイルランドでは不在地主制がますます拡大 し,アルスタ-の一部を除いて,大部

分が零細な農業によって経済が成り立っていた56)｡そこで,スコットランドにおけるニシン漁

業の振興がいちじるしい成功を収めたため,このあらたな周辺地域に対 しても地域経済政策と

してニシン漁業が有望であるとの認識がたかまった｡たとえば,ロバー ト･フレイザーは,ア

イルランド合同条約によってアイルランドが連合王国内に統合されたからには,アイルランド

に経済発展政策を実施することはひじょうに重要になると主張 している｡かれは,適切な経済

振興政策が継続されれば,アイルランドはみずからの議会を失ったことを後悔する必要はない

とまでいう｡ 政府の支援によってアイルランド漁業を振興すれば,アイルランドは漁業によっ

てさらに富と歳入の源を獲得することができる｡ それによってアイルランドは,アイルランド

を ｢保護｣することへの相当な見返りを,連合王国に提供することができるであろうというの

である57)｡

ロンドンの中央政府によるアイルランドに対する本格的な漁業奨励政策は,アイルランドと

の財政 システムの関係が抜本的に改革された 1819年に開始される｡ 合同以前のアイルランド

におけるニシン漁業の状況については,史料の不足という難点があるが,その概要は知ること

ができる (【グラフ3】)｡ アイルランドはおおむね, 圧倒的な輸入超過状態にあった｡ 1780年

代における輸入の減少は,アメリカ独立戦争による船舶や資材などの不足と58),アイルランド

内での一時的な豊漁の影響が考えられる59)｡輸入された塩漬けニシンはスコットランド産とス

ウェーデン産が大部分を占めていた｡そのはか,ノルウェー産やオランダ産 も輸入されてい

た60)｡

スウェーデン産の大部分は,西インド諸島へ再輸出された61)｡そのため,スコットランド産

がアイルランド市場をほぼ独占することになった｡この傾向をさらに促進 したのが,1808年

法と1815年法によるスコットランドへの奨励政策であった (【グラフ1】･【グラフ3】)｡ スコッ

トランド･ニシン漁業の中心地であったウイックの数値からも,この事実が確認できる (【グ

ラフ4】)｡それまで,みずからの手によって塩漬けニシンをじゅうぶんに市場へ供給できな

かったアイルラン ドは,市場をスコットランドに提供することによって,中央政府によるス
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財政軍事国家とスコットランド(坂本)

(バ レル)
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1819 1820 1821 1822 1823

1824(午) 1825 1826 1827 1828 1829出典:P.P"FirstReportoftheCommissionersofInquiryintotheStateoftheIrishFirsh

eries,1836,AppendixVIより作成｡

グラフ5 ア

イルランド産塩漬けニシンの生産表5

振興政策初期のアイルランド西海岸場所 ゴールウェイ ウエ

ストポート年 ニシン (バレル)漁 船 数 (隻) 漁 師 (人) ニシン 漁 船 数

漁 師1821 165 1,209 5,642 - 886 3

,6071822 2,195 1,442 6,228 5,500 1,001 4,0101823 8,202 1,702 6,975 10,500 1,242 4,971

出典:FifthReportoftheCommissionersoftheIrishFisheries,1823,1

824より作成.この政策はアイルランド漁業

に着実な効果をもたらした (【グラフ5】)｡ とくに, アイルラン

ドのなかで も経済的後進地域

である西海岸地域が,もっともめざま し

い発展をみせた｡【表 5】はアイルランド西岸の主要な 2港のデータである｡ 奨 表6 アイルランドの漁師と漁船年 漁 師 (人) 漁 船 数 (隻

)1819 36,000 -183

0 64,771 13,1191836 54,119 10,761出典'.p.p.,FirstReportoftheIrishFishery,1

837励金の対象 となる樽詰めにされたニシンだけではなく,奨励金対象外の塩漬けニシンの生

産増加までみられる｡ またその効果は,漁船数や漁師数の増加にも明確 にあらわれている (【表6

】)｡ゴールウェイでは新造漁船の増加が見 られるが,とくに埠頭が



人 文 学 報

実な成長は, この政策の成功を象徴するものであった71)｡

さらに,個別の経営例か ら奨励金による効果を確認 したい｡一例をあげよう｡ アイルランド

の企業家 トムソンは,59トンの漁船をか りてニシン漁に進出 しようとした｡奨励金の支給 に

よって, スコットランドよりもアイルランドが有利になることがわかる (【表 7】)｡実際に操業

した結果か ら判断す る限 り (【表 8】),アイルランドにおけるニシン漁業の成功 は奨励金に依存

していたといえる｡

それでは,アイルランドにおけるニシン漁業の飛躍的な発展は,すでに同種の政策が成功 し

ていたスコットランドにどのような影響を与えたのであろうか｡アイルランドでの振興政策は

表 7 奨励金の効果

スコットランド 400バレルのニシンに対する奨励金 (バレルあたり4シリング) 86 13 4

18トンの塩の費用 (トンあたり2ポンド8シリング9ペンス) 42 17

6£42 15

10アイルランド 400バレルのニシンに対する奨励金 (バレルあたり6シリング) 1

20 0 059トンの漁船に対するトン数奨励金 (トンあたり1ポンド) 59 0 0

179 0 018トンの塩の費用 (トンあたり5ポンド15シリング) 103 10 0

£75 10 0出典 :P.P"FirstReportoftheCommissionersofinquiryintotheSlateoftheIrishFisheries,1837

,p.31.表 8 企業家 トムスンに

よる1820年の収支漁船使用料と乗組員賃

金塩漬け用の樽塩

漁師-のウィスキ
ークーパーへの賃金

樽用のタガ

樽っくり
綱

雑費

売買費用

0

0

4

0

0

0

6

0

0

6

0

1

5

0

0

1

6

6

0

7

1

1

0

0

1

5

9

4

1
0

1

5

8

2

9

1

1

1

2

1

2

7965£300バレルのニシン代金 (バレルあたり2

3シリング9ペンス)85バレルのニシン代金 (バレル
あたり25シリング)1バレ

ル6シリングの奨励金59トンの漁船へのトン数奨励

金塩の戻し税
雑費

(上記の支出)

5

5

0

5

0

6

2

1

1

1

6

6

2

0

9

5

9

5

0

6

0

5

7

3

1

4

1

0

0

00080£7

07 4 6£5

69 7 51

37 17 1出典 :p.p.,FirstReportoftheCommissionersofinquiryintotheStateoftheIrishFisheries,1837,p.32.
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アイルランド産の海外輸出も視野にいれていたが, しかし,品質管理の不徹底と技術力の欠如

によって,振興政策が塩漬けニシンの輸出に直接結びついた例はほとんどみられない72)｡ した

がって,【グラフ5】 でみられた生産の急増分はすべて, アイルランド市場に流通することに

なった｡奨励金対象外の塩漬けニシンも考慮に入れると,アイルランド産塩漬けニシンの総生

産量はこのグラフの 1.5倍程度であると想定される73)｡つまり,奨励政策によって増産された

かなりの量のアイルランド産ニシンが,アイルランド市場で流通 していたと考えられる｡

この結果,アイルランド市場から締め出されたのがスコットランド産ニシンであった｡ス

コットランド側もこの事実を明確に認識 しており,それはアイルランドにおける漁業振興政策

への非難というかたちで噴出していた｡たとえば,大蔵省高官に宛てた ｢フレイザ-バラの治

安判事 ･参事会 ･おもな住民 ･魚保存業者の請願と陳情｣では74),アイルランドの 1819年法

によって,｢イギ リス漁業 (BritishFisheries)はひじょうな悪影響を受けて,漁業に資本を投

資したものは究極的には破滅 した｣とされており,奨励金の金額が不公平であることを根拠に

アイルランドとの平等な条件を要求 している｡ もっとも, この請願が提出された1820年の段

陛では,アイルランドでの政策は始まったばかりである｡ また,フレイザ-バラの輸出統計を

みても,この時点では,輸出の成長は止まっていない｡さらに,フレイザーバラがあるマレー

湾南部の諸港は, ヨーロッパ大陸に輸出の重点を置いており,アイルランド市場からの直接的

な影響は受けにくい｡実際の影響を受けたのは,ウイックをはじめとしたケイスネス州や西海

岸の諸港である｡つまりこの請願は,おなじ周辺地域におなじ地域経済政策が実施されること

に,相当な危機感があったことを示 している｡

しかし,中央政府は,周辺地域間の利害対立には対応 しなかった｡その背景として,当初ア

イルランド産は輸出を視野に入れていたが,結果的には域内市場に特化 してしまったこと,さ

らに,政府がアイルランドにおける地域振興政策を重視 していたことがある｡ あくまで,ス

コットランドにおける振興政策の目標は大陸市場への進出にあり,したがって,スコットラン

ドの問題は大陸市場への進出によって解決できると考えられていたのである｡ これは,次章で

述べるように,1820年に1815年法を改正 し,品質規制をさらに強化してヨーロッパ市場への

進出をめざしていることからも理解できる｡

18世紀のイギリスは, 地方の自律性を最大限に許容 し, また,地方の中央への要求に柔軟

に応えることによって, 比較的安定 したかたちで中央と地方の関係を維持 した｡ ｢財政軍事国

家｣における最大の不安定地域であったスコットランドに対 しても,世紀中葉のジャコバイ ト

反乱以降,中央政府からの直接的な財政支出によって地域的な経済振興政策が進められた｡ア

メリカ独立以降, ロンドンとスコットランド双方に共有された危機意識によって, ｢財政軍事

国家｣の存在を前提とした漁業振興政策の必要性が唱えられた｡その結果,地域のイニシア
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ティヴによって設立され,議会によって権威と権限とを付与された私的な組織が,社会資本の

拡充を中心とした試みを実行 した｡同時に,現場の経済情報を反映させることによって,中央

政府は財政支出による効果的な産業振興政策を遂行する｡ これらは,私的な投資も促進 し,あ

らたな雇用を大規模に創出した｡つまり, スコットランドにおけるニシン漁業の振興は,｢財

政軍事国家｣の周辺地域経済政策として,ひじょうに効果的なものであったといえる｡

また,周辺地域であるスコットランドでの成功は,あらたに連合王国に編入されたアイルラ

ンドでの同種の政策を促すことになった｡ そうした議論もまた,｢財政軍事国家｣ の公益を前

提として,地域的な経済利害を主張するという論理を用いた｡たしかにアイルランドにおいて

も中央政府からの財政支出によってニシン漁業の振興政策は成功をおさめた｡ しかし,連合王

国の周辺地域への同種の政策は,周辺地域間の直接的な利害対立を引き起こした｡中央政府は

こうした周辺地域間の利害衝突に,振興政策で想定される市場を分割することによって対処 し

ようとした ｡

こうした周辺地域への安定政策を実施 した ｢財政軍事国家｣ は, 1815年の最終的な勝利の

後,徐々に解体されていくこととなる｡対外戦争によって莫大な規模に達 した国家の債務は,

｢財政軍事国家｣ の正当性をいちじるしく損なった｡ この大問題をどのように解決するかが,

当時の支配階層によって共有された課題となった｡ それでは､｢財政軍事国家｣ の公益を前提

とすることによって ｢財政軍事国家｣の末期に成功 した周辺地域にたいする安定政策は,こう

した国家の変容からどのような影響を受けたのであろうか｡次章では,国家の変容とスコット

ランドへのニシン漁業奨励政策の関係を,おなじく周辺地域であるアイルランドへのニシン漁

業振興政策の動向と関連させつつ,明らかにする｡

第 2章 国家の変容と周辺地域

1 中央政府の変化

100年以上にわたる対外戦争に勝利をおさめたイギリスは1815年以降,国家のあり方を劇

的に転換させていく｡対外戦争の遂行を公益とすることによって正当化された ｢財政軍事国

家｣は,戦争の終結によって存在理由を失ってしまった｡その結果,｢財政軍事国家｣は解体

されていくが,それは,とくに1820年代以降に本格化 していった｡

1815年時点での政府公債の残高は, じつに約 7億 4,400寓ポンドにのぼった｡戦争が終結 し

てもしばらくのあいだは累積公債の増加が続き,1821年には約 8億 3,830寓ポンドと過去最高

を記録 した｡その後,第一次大戦が勃発するまで,この水準を超えることはなかった｡累積公

債の残高は1815年の時点で歳出の約 6.6倍であり, 1821年にはおなじく約 14.4倍にも達 した｡

｢パクス･ブリタニカ｣ を迎えつつあったイギリスにとって, 国家債務の軽減がきわめて大き
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な課題となったのである｡ここから,財政軍事的な国家装置の解体が始まっていく｡

まず,政府の歳出が抑制された｡1811年には約 8,160寓ポンドであった政府の歳出は,1821

年には5,190寓ポンドになり,1831年には約 5,190寓ポンドにまで削減された｡人口一人あた

りの歳出額 も1811年には4.51ポンドだったが, 1831年には2,15ポンドにまで減少 している｡

ヨーロッパ最高の水準であった重税 もまた,1815年に所得税が廃止されたのを皮切 りに (ただ

し, 1843年度から再開), 撤廃 もしくは整理統合されていった｡ ｢財政軍事国家｣ できわめて重

要な位置を占めていた内国消費税は,1816年には約 2,950寓ポンドと過去最高の税収を記録 し

たが,大規模 な整理がおこなわれた 1826年 には約 2,260寓 ポンド,さらに 1836年 には約

1,440寓ポンドと,段階的に撤廃されていった (【グラフ6】)｡

こうした動向は,議会で制定された法律の内容にも影響を与えた｡議会で制定されたいわゆ

る一般法 (generalact) では, 1780年から1815年まで戦争 ･軍事 ･歳入 ･金融 ･貿易関係の

制定法が, つねに, すべての一般法の50% 以上を占めていた｡ しかし, 1830年から1834年

にかけて半数を割 り,以後,この傾向が逆転することはなかった75)｡

ただ し,｢財政軍事国家｣の解体は,あくまで ｢財政軍事｣に関係する要素の削減にとど

まっていたことに注目するべきである｡たしかに,政府の歳入 ･支出の総額や,軍事費,公債

(100万ポンド)



人 文 学 報

起債額,公債累積額などには劇的な変化がおきている｡ しかし,政府の公共支出 (非軍事部門)

については,1800年から1840年代なかばまで,目立った変化はない ｡ また,議会においても,

内容が ｢軍事 ･財政｣に分類される法の制定は激減 していく｡ しかし,1840年代以降までは,

非 ｢軍事 ･財政｣ 的な内容の法が顕著に増加することもなく, また逆に, 減少することもな

かったのである76)｡

2 漁業振興政策への影響

このような ｢財政軍事国家｣の解体は,その存在を前提としていたニシン漁業振興政策にも

大きな影響を与えた｡スコットランドの場合,1825年に漁船の規模に対するトン数奨励金は

廃止され,｢ブランド｣指定品に対する奨励金も1826年より1年ごとに1シリングずつ減額さ

れ, 1830年に最終的に廃止されることとなった｡ ただし, ニシン漁業委員会とそのブランド

設定の機能は存続 した｡そのうえで,1824年の議会制定法 (5Geo.Ⅳ.C.64.)で,漁業のため

の防波堤 ･埠頭建設の援助金として毎年 2,500ポンドの予算が認められ,さらに同法で毎年

500ポンドが貧困漁民の漁船修復への補助金として支出されることになった｡つまり, この時

点で周辺地域政策の転換,すなわち,奨励金による直接的な産業振興政策から,社会資本投資

や貧民への援助といった社会政策への転換がおきたのである｡ニシン漁業委員会がこれらの政

策を実施 し,年 3,000ポンドの補助金の交付, ブランドの設定,その他の漁業操業上の規制を

統括することとなった｡

1824年法の内容 は,議会で審議される前からスコットランド内に広 く知れわたっていたよ

うである｡ 1824年 3月29日のスコットランド南西部の漁港ストランラーからの請願を皮切り

に,ポート･ゴー ドン,アンストルザ一 ･イースター,キルレニィ,シェトランド,アル ドグ

ラス,クレアなどの保存処理業者,地主,治安判事から,奨励金存続の請願が議会に提出され

た｡請願書を提出 したり, それに加わったりしたスコットランドの州や都市,港町は20にも

のぼった77)｡ 4月15日には議会で廃止決議が出されているが,その後審議は難航 し,10度の

委員会での審議を経て, 6月9日にようやく庶民院を通過 している78)｡

中央政府からの財政支出が途絶えたことは,周辺地域社会にどのような影響を与えたのであ

ろうか｡まず,スコットランドから考察 してみよう｡この影響を直接的に受けたのが保存処理業

者であった｡奨励金が全廃された1830年には,議会への請願もなされている｡クロマティの治

安判事と保存処理業者からのもので, ｢現在, この仕事でやっていけているのは奨励金があれ

ばこそ｣であり,｢漁業によって48,000名が養われている｣として ｢オランダやフランスが力の

かぎり奨励政策をおこなっているのに,(イギリスが)これをやめてしまうのは賢明ではない｣と

述べられている｡ さらに奨励金が廃止されれば ｢国外に移民する以外に生計を立てる手段はな

い｣として,その危機的状況を訴えている79)｡
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この状況をよく伝えているのが,｢あるスコットランドの保存処理業者から,庶民院議員

ジェイムズ ･ロックへ宛てた5通の書簡｣である80)｡ この著者は,｢20年以上前から魚の保存

処理業を営んでおり,スコットランドでもっとも大規模な業者の一人｣であった｡かれがこの

仕事をはじめたのは,1808年法によって 2シリングの奨励金が付与されていたころで,この

奨励金制度を ｢健全な刺激になった｣ と評価する｡ なぜなら,｢漁業委員会の監督によって,

長年,不良業者が (粗悪品を市場に送ることで)市場を破壊 してきた状態に,歯止めがかかった｣

からである｡ だが, 1815法による4シリングの奨励金をかれは徹底的に弾劾する｡ かれによ

れば, この奨励金は ｢不自然な刺激｣を与え,投機的な動きを助長したという｡ ｢企業家たち

は相当な費用をかけて,塩や樽の倉庫,保存処理施設などを建てた｡ 4シリングの奨励金に

よって,当然,これまでの何年かとおなじようにこれからも発展が続くと考えて｣と主張する｡

アイルランド市場の不振に続き, さらに奨励金が廃止されていくと, ｢処理業者も漁師も破滅

していった｣｡ たとえば, 1832年のかれじしんの経験が述べられている｡ ｢手元に空の樽が 1

寓バレル以上,塩が数百 トン在庫に残った｡雇った樽職人などに相当な額の賃金を支払わなけ

ればならない｡また,約 50人の漁師がそれとおなじくらいの金額を私から借金 している｣｡そ

の後,アイルランドへの奨励政策への批判と, ヨーロッパ市場の開拓の必要性が何度も繰り返

し唱えられている｡

そのいっぽうで,漁師は装備の強化に対応 しなければならなかった｡効率性を高めるために

パー トナーシップの数を減 らし,その分を臨時的な雇用によって補った｡たとえば, 5名の

パー トナーシップで漁船を所有 していたばあい,パー トナーシップを3名に減らし残 りの2名

は雇用によった81)｡被雇用者にはパー トナーシップがないことから,雇用主と被雇用者とのあ

いだには利益配分に差が発生 した｡そのいっぽうで,パー トナーシップを有する者のあいだで

すら,すでに各年の操業費用が負担できるかどうかで,利益配分差が発生 しはじめていた82)0

19世紀初期と比較 して,漁師のあいだで経済格差が着実に開きはじめていたといえる｡ 西海

岸の検査長のロバート･ムアは漁師の状況を三つの階層に分類 している83)｡

｢第一の階層は, かなり貧 しい人びとであり, おもにインヴァネスやロス, サザランドと

いった州の住人である｡かれらは,小売 りの商人や工場労働者や農業労働者よりも生活が

苦 しい｡第二が,すくなくとも,さきに述べた職業とおなじの生活水準である階層である｡

第三が,漁師でかっ農業経営をおこなっている人びとで,一般的にいって,ひじょうに裕

福である｡ 漁のシーズンが成功裏に終わると,漁業収入で地代をまかないきれるときもあ

る｣

また,地域差も大きかった｡スコットランド東海岸や北東地域では,ムアの分類で二番目か

-169-



人 文 学 報

らすこし上の階層が多かったようであるが,西海岸,とくにハイランド地方や北の諸島部では

一番目の階層が多 くを占めていた84)｡雇用先を求めて,季節的に西海岸からとくに北東地域へ

移動 し,そこで漁船所有者に雇用される例も多くみられた85)｡

漁船の規模も二極分化の傾向を示 している｡30フィート程度の漁船が稼働したいっぽうで,

14-19フィー ト規模の小型の漁船も使われていた｡1825年法によって貧困漁師に漁船修復の

援助が開始されたが,修復援助の記録に記されている漁船はすべて後者の規模のものである86)｡

奨励金によって船体の拡大傾向が促進されたが,それにともない漁師に貧富の差が発生 した｡

1824年法は,こうした貧困漁師の存在が背景となっていたといえよう｡

つぎに, アイルランドの状況をみてみよう｡1820年代後半に漁業奨励金が廃止されたのは,

スコットランドだけではなかった｡同時にアイルランドの奨励金も廃止され,アイルランド漁

業委員会は解散となった｡港湾 ･埠頭建設になどに対する社会資本投資は,アイルランド公共

事業局 (IrishBoardofWorks)に移管され,継続された87)｡

こうした一連の制度的な変革により,資本を奨励金に依存 していたアイルランドのニシン産

業はほぼ壊滅状態となる｡ 奨励金が減額されはじめると,奨励金の対象となる塩漬けニシンが

製造されなくなり,漁船も資金不足によって転用されるか放置されたため, 1隻あたりの漁師

数が急増 し,その結果,漁師の失業が増加 した88)｡

奨励期間中に発展 しつつあったゴールウェイの状況が示唆的である｡1830年代前半の状況

では,塩漬けはおこなわれているものの,奨励金交付の要件となった樽詰めは姿を消し,より

簡易な手法で保存処理がなされるようになった89)｡ しかし,漁獲の大部分は塩漬けにされずに

鮮魚で取引されていた｡鮮魚が必要な保存処理業者は,鮮魚をそのまま流通させる仲買人との

競争にさらされた｡漁師と鮮魚仲買人との取引価格の幅は12-20シリングとひじょうに大き

く (スコットランドで9-11シリングである)90),保存業者は仲買人に対抗するため安い価格でし

か取引できなかった91)｡奨励金撤廃後には保存業者の資金も枯渇 した｡また,塩漬け用の樽は

アイルランドの棒材がスコットランドの約 1.5倍も割高になるため使用できなかった｡ 樽詰め

の塩漬け処理以外の保存方法を用いた結果,商品として品質を保持できるのが約 3週間と短 く

なり,さらに,樽詰めでないばあい,道路事情が悪いため,内陸部などの遠隔地に流通させる

ことができなくなった92)｡

奨励金撤廃後はニシンの鮮魚がおもに流通の対象となったが,商品としての性格が限定され

るため需要と供給のバランスを保つのが困難で,そのしわよせは最終的には漁師に来た93)｡漁

師は漁業委員会の貸 し付け基金が利用できなくなったため,漁船の規模を拡充するどころか,

漁船の維持 じたいが困難になっていた94)｡アイルランドのオープンボー トは,最大でも22

フィー トのキールを持っものであり, 大部分が 15-18フィートであった｡ 同時期のスコット

ランドと比較してすると,貧困漁師と規定されて援助がおこなわれる規模であった｡
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以上の結果,塩漬けニシンへの需要

はあるが,供給がないといった状態が

アイルランドのほぼ全域に発生 した95)｡

そこに流入 してきたのが,おなじく奨

励金の廃止によって危機に瀕 していた

表 9 アイルランド各地の塩漬けニシンの流通状況

流 通 状 況 回答

数A スコットランド産

28B 大部分がスコット

ランド産 8C スコットランド産 .アイル

ランド産が混在 2D 大部分がアイルランド産

7E アイルランド産 7スコットランド産のニシンであった｡ 出典 :P.PりFi,stRepo,toftheCommissione,sofinqui,yintothe

つまり,振興政策 によってアイルラン StateoftheIrishFisheries,18

37,pp.229-234.ド産ニシンが需要を喚起 した市場に,スコットランド

産がふたたび流通することになったのである｡ 価格においても, ゴールウェイ産がニシン100匹

あたり3シリングであったのに対 して,スコットランド産の樽詰めのものは2シリングから2

シリング6ペンスで流通 していた｡価格競争にも敗れたアイルランド産は,スコットランド産によって市場

から駆逐されることとなった96)｡アイルランドにおける塩漬けニシンの流通状況をま

とめたのが 【表 9】である｡ これは各州の主要な町ごとの 1830年代前半の状況を示 している

｡はば全域にわたってスコットランド産のニシンが流通 している｡ この調査がおこなわれた 18

30年代中頃は, スコットランド産の輸入が最大規模に達 し,アイルランド市場においてほぼ

独占状態となった時期である｡ 内陸部のみならず,鮮魚の豊富な海岸部にまでスコットランド産が

流通 している (【図3】)｡アイルランド産が活発に流通 していたのは, ゴールウェイを中心

とした西海岸の中部および,東海岸のウエックスフォー

ドを中心 とした地域にかぎられていた｡このように,スコットランド産ニシンは,1830年

代前半にはアイルランド市場をはば独占した｡ ｢財政軍事国家｣の解体は, 奨励金政策によっ

て保護 ･育成されてきた両周辺地域のニシン産業に,す くなからず影響を与えた｡この状況は

, リバプールの保存処理業者ホームズによる以下の証言に集約されよう｡ ｢アイルランド漁業

に奨励政策をおこなえば, かならずそれとおなじ程度にスコットランド漁業に打撃を与えるこ

とになる｡これは膨大な費用をかけてはじめてできるのである｡ しか し,スコットランドで豊

富な供給があることを考えると,アイルランド人がスコットランドのものはど安 く (アイルランド産ニシンを)手に入れる

ことなどできないのである｣97)｡スコットランド産ニシンのアイルランド市場は,1841年に

180,000バ レル余 りの輸出を記録した後に急速に衰 え,その後は平均約 70,000バ レル

ほどの輸出高で推移することになる｡ これは,アイルラン ドでのポテ ト飢鯉の影響で,購買力

が低下 したためである｡飢健後は トウモロコシの導入の影響を受け,以前の輸出水準を回復するこ

とはなかった98)｡ スコットランドにとってアイルラン ド市場 とは,奨励金政策が廃止され

たがゆえにふたたび獲得できた市場であり,ニシン漁業の振興による地域経済政策の危機を救 う存在であった｡
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代表的な漁港となった (【表 10】)｡ たとえば, グリーノックでは,その総輸出量の動向はほぼ,

西インド諸島への輸出動向と合致 している (【グラフ7-1】)｡奴隷貿易 と砂糖交易の中心で

あったに西インド諸島は,食糧を自前で供給することはできなく,大部分を本国やアメリカ大

陸からの輸入に頼 っていた｡ニシンは奴隷用の食糧にもちいられ,おもにジャマイカ島に輸出

された｡

支払いは6ヶ月か 3ヶ月の手形でおこなわれ,スポット取引で 1バレルが約 20シリングで

取引された99)｡通常,空船となる西インドへの航路において,西インドへ向かう船に魚を積載

表 10 西インド諸島への輸出 (1815年-1823年)

1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 18

22 1823Bristol 2,014 5,309 7,039 3,977 4,179 7,167 6

,667 6,539 8,005Liverpool 6,490 5,263 4,647 4,779 4,343

6,747 6,396 6,248 5,196London 26,120 30,609 37,823 28,778

42,760 49,814 46,814 41,261 41,082WhiteheaVen 1,948 1,971

3,092 2,659 2,008 2,008 1,982 1,961 1,102Greenock 22,450 19,245 17,366 20,132 20,485 20,485 15,848 16,640 13,17

5Leith 1,250 1,136 398 3,017 1,785 1,785 2,201 2,468 2,239出典 :p.p.,AnAccountoftheQuantityofHerringsandotherFish,ExportedfromGreatBritaintotheWest
lndiaColonies,1823より作成｡
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すれば, その商人は西インド諸島から砂糖 ･ラム酒を安価な輸送料で輸入できた100)｡ ただし,

気温が高くなることによって,保存を長持ちさせるために,多量の塩で詰め替えをおこなう必

要があった｡これをおこなうと品質は落ちるが,もともと西インド諸島向けニシンは質が落ち

る痩せた産卵後のものが主体であり,さらにそれが奴隷用の食糧であることから,詰め替えに

よる影響はほとんど出なかった｡

ところが 3大輸出市場のなかで,もっとも早 く崩壊 したのが西インド諸島であった｡1833

年の奴隷制廃止の影響を受けて輸出が激減 しはじめ,1840年代には輸出じたいがほぼ消滅す

る｡ その原因は,奴隷がニシンを購入せず,より良い食事を求めたことにある｡塩漬けの魚よ

りも,イングリッシュ-ムが好まれたのである101)｡

グリーノック以外の西海岸地域は,もっぱらアイルランド向けの輸出に依存 していた｡これ

らの港では, アイルランドへの輸出が95%以上を占めており, アイルランドへの輸出動向が

そのままニシン産業に影響 している｡18世紀末以降,スコットランドにおける大きな社会問

題として,-イランド地域の人口流出がとりざたされた102)｡漁業 も人口流出対策の一つの手

段として考えられ,漁業基地としてアラブールなどの新 しい殖民都市の建設がおこなわれた｡

これらの計画が想定 していた市場はアイルランドであった｡ しかし,前述 したように,アイル

ランド市場は1840年代の大飢鯉の影響を受けて,完全に崩壊 してしまう｡ その結果, スコッ

トランド西岸のニシン輸出も不振に陥 り,アラブールもアイルランド市場の崩壊を受けて

1840年代に放棄された103)｡この地域の塩漬けニシンは国内市場へとまわるが,生産量は減少

傾向にあった｡古 くからのニシン漁業の先進地域は,この二つの市場の崩壊とともに,その使

命を終える104)0

つぎに,スコットランド東北地域および東海岸地域について触れてみたい｡東北地域の代表

的な漁港がウイックである｡奨励金政策によってウイックは,スコットランドのみならず,

ヨ-ロッパを代表する最大のニシン漁業の港に成長 した｡【グラフ712】が示すように,当初

はアイルランド市場の動向から影響を受けたが,アイルランド市場の崩壊後はヨーロッパ大陸

市場にうまく転換 している105)｡

しかし,スコットランドではじめてヨーロッパ大陸市場を獲得 したのは東海岸地域であった｡

大陸との取引には, 絶対条件として塩漬け保存の技術力が必要であった｡ この地域は1808法

や 1815年法の施行以降にニシン漁がはじまった最後発地域であるが,当初よりヨーロッパ市

場を志向 しており,技術力を得ると同時に市場に食い込むことが可能になった｡奨励政策に

もっとも敏感に反応 した地域でもある｡【グラフ7-3】のフレイザ-バラでも,その傾向が顕

著である｡

西インド諸島の崩壊と大陸市場の発展開始は時期的に一致 しているが,両者には直接の関係

はなかった｡ しかしそれは,スコットランド内における漁業の垂心の変化をもたらした｡アイ
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eCommissionersoftheBritishFisheries,1845,1850より計算,作成｡

グラフ 7-2 ウイックルランド市場での奨励政策の影響を受けたのは

,西海岸および北東のケイスネス地域であった｡前者は西インド市場崩壊にもかかわらず,ア

イルランド市場の復活によって一時的に持ちこたえたが,結局,輸出市場を失 った｡後者は,最後発地域である東海岸の成功を参考に技術力

を強化 しヨーロッパ市場-の転換に成功 した｡19世紀にスコットランド漁業が ヨーロッ

パ最大規模に成長 した要因は, ヨーロッパ大陸市場を獲得できたことにある｡ しか し,それを

可能にするためには,スコットランド産ニシンの保存処理技術をオランダの技術水準にまで引き

上げなければならなかった｡18世紀中の奨励政策の試みが失敗に終わったのは,品質の改善に失敗

したからである｡1808年法や 1815年法の効果

は, こうした技術的な改良を抜きには語れない｡そもそも,オランダが ｢近代世界 システ

ム｣において中核の地位を占めることができたのは,まさに漁業に関係する技術力によるも

のであった｡｢グランド･フイツシャリ-｣とよばれた北海の塩漬 けニシン漁がそれであった1

06)｡オランダのニシン漁はイギ リス東海岸近海 という本国か ら離れた海域でおこなわれ

た｡そのため,大型漁船を中心 として効率性が追求 され,州政府による厳重な品質規制によって ヨーロッパ市場を独占 し多大な利益をあげ
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mmissionersoftheBritishFisheries,1845,1850より計算,作成｡

グラフ7

-3 7レイザ-バラた 107)｡それに対 し,スコットランドでは単純で粗雑な処理

方法がとられ,品質規制 もほとんどおこなわれることがな く,個々の業者がそれぞれ独 自の

方法で保存処理をおこなっていた (【表11】)｡ オランダは規制の違反に対 し重い罰金刑を課 した10

8)｡ これは 18世紀後半のものであるが,19世紀の前半になってもオランダ

の保存処理は基本的に変化 しなかった｡オランダ漁業 は ライセ ンスを重視 していたが

,それを管理運営 したのが ｢漁業役員会(collegeforGreatFishery)｣であった109)｡ これは 13

名のメンバーからなり,保存処理関係者から10名, ニシンの流通関係から3名で構成された

｡ さらに, 都市の代表の定数は決まっていた (たとえば流通では, アムステルダムが2名, ロッテル

ダムが1名)｡ 現場の作業に従事する人びとは,それぞれの港で稼働 している漁船数に応 じ

て配分 された｡かれ らの権限は,船舶検査官を任命 し,漁船の乗組員の登録や輸出用のニシ

ンを監視 させること,税の受領官を任命させ職務にあたらせること,役員会が管理すべき,

そう舵手 ･商人 ･監督官の宣誓を登録すること, などである｡ ニシン漁船が発着する地域の

当局は, ニシン調査員, 樽詰め仕上げ職人, 樽容器調査員, 塩調査員, ヤーン調査員,網の規格調査員など, 法によって検査任務を
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表 11 オランダとスコットランドの違い

オランダ スコットラン

ド漁期 厳守されている○ 破られること

が多いoはらわたの処理 漁獲してから早急におこなわれる○ まったく除去されないこと

が頻繁にある○漁獲日 漁獲日を厳密に区別するように規定されているo樽のリストに漁獲日を明記するように定められている○ 個別の業者が好

きなようにしている○製品標識の登録 各漁船の親方は,出港の際に,出向する港の長官に自己の標識を登録し,それを樽に記さなければいけない○不適切なはらわた抜き,塩漬け処理,ニシンの並べ方,ニシンの分別などをおこなったばあいに,それを追跡調査するためである○

そのような義務はない○塩 ポルトガルかスペイン産以外は使用が禁止さ 製造

地 .品質への規制はおこなわれていれている○また,使用される塩は,保存処理をおこなう親方によって検査され,検査した親方の標識を塩の容器である樽に押されるまでは,漁船へ

の塩の積載はゆるされない○ ない○ニシンの分別 すべてのニシンを三段階に分別されなけ

ればならない○ そのような規制はない○保存処理 ニシンの保存処理工程と塩漬け肯定

とが明確 保存処理と塩漬けは同一の工程とされてに区別されておこなわれている○ニシンを酒に漬け,体液や腐放しやすい血の部分を固める○さらに,その酒のなかに含まれている魚のオイルが臭くならないように処理する○そのうえで,大量の塩

をもちいて保存処理をほどこし,完成する○ いる○保存処理期限 漁獲したすべてのニシンを出港した港に持ち帰り,すべてのニシンを到着後三週間以内

に保存処理しなければいけない○ そのような規制はない○その他 出荷する市場ごとに,魚の状態,塩の純度,季節など

に細心の注意をはらっている○ そのような注意ははらわれていないo出典 :Cochrane,A.,Thoughtsonthemanufactureandsalt,onherringfisheries

(Edinburgh,1784),pp.41-42.受権 されている者 の宣誓

を管理 した｡末端検査員 も厳格に職務を遂行するように規定 されていた ｡この役員会は産業

大臣の権威のもとで,各州の評議会 とともに活動する｡ 総裁を 1名選出 し,1名の秘書官 とそ

の他必要な役人を任命 した｡各州の裁可のもとで職員の給与を決定 し, このメンバーも固定額

の給与を受け取 った｡ このように,塩漬けニシン製造の工程の細部にまで,証明書を保持 した検査員が厳格に検査を執行 し,違反に対 して重

い罰則規定を備えたか らこそ,高い技術力 と品質 の維持が可能になった｡第 1章で述べたよ

うに, スコッ トランドの振興政策 は,18世紀の奨励金のば らまきか ら,オランダ式の検査

制度を導入することによる規制の徹底へ と変化 した｡ しか し,規制 された内容は格段 に強化 されているものの

,オランダと比較すれば 1818年の段階で もなお格差が存在した
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強化された内容とは,① ブランドを指定すること (樽の使用･塩漬け),② ｢はらわた抜き｣

をブランド指定の要件にすること,③ 樽の品質を規定すること,④ 24時間以内に保存処理を

ほどこすこと, などである｡ 1815年法で基本線が確立するが, これによって基礎的な品質の

向上が果たせたことは,市場の獲得からも明らかである｡ しかし,それはオランダで定められ

ている品質基準をしのいだわけではなかった｡

ヨーロッパにおける塩漬けニシンのおもな市場はドイツであり,その最大の供給源はオラン

ダであった｡ ドイツではほぼすべての都市で外国製の塩漬けニシンが流通 していた｡ほとんど

が河川を使 って運搬され,一部が陸送された｡その表玄関が-ンブルクとシュテティーンで

あった110)｡1780年前後, ドイツ市場で流通 していた塩漬けニシンはオランダ産とスウェーデ

ン産であった111)｡ この両者は競合 しなかった｡ というのは, オランダ産はスウェーデン産に

くらべて約 3倍から4倍も高価だったからである｡ つまり,オランダ産の購買層は中産層を中

心としていたのに対 し,安価であるが品質に劣るスウェーデン産は貧民層がおもな購買層で

あった112)｡

ところが,オランダ産はナポレオン戦争の影響を受けて価格が高騰 した｡ 1バレルあたり4

ポンド以上に価格が上昇 したため113), ドイツ市場ではエムデン産などの代替物が流通 したが,

これもまた高騰 した｡このような状況で, リースからスコットランド産が-ンブルクに 1バレ

ル1ポンドで輸出されたが,まったく買い手がっかなかった｡その理由は,味がオランダ産と

まったく違っていたことと,保存処理が劣悪であったことである｡ その後も輸出され,品質で

はスウェーデン産をうわまわるものもでてきたが,それが樽によって一定せず,現地の商人に

とってはリスクの高い商品となった114)｡この事態を解決 したのが,1808年法による徹底 した

品質管理とそれを保証するブランド指定であった｡これによって,オランダ産よりは品質が落

ちるものの,オランダの代替物として市場を獲得することが可能になり,それが奨励政策開始

から1820年までの輸出の伸びにつながった｡

1820年代には,スコットランド産のヨーロッパ大陸への輸出は伸び悩んだ｡その原因は,

ノルウェー産の ドイツ市場への浸透であった｡たしかに,スコットランド産は国家による地

域政策によって基礎的な品質向上は達成できた｡ しか し,それはオランダ産のような賛沢品

の域には達 していなかった｡その結果,スウェーデン産よりも安 く売ることができたノル

ウェー産に市場を浸食された｡ノルウェー産は,漁場が海岸に近 く,比較的すくない資金で

あっても漁業が可能であったため,安価に流通させることができた｡ これは,｢イギリスの北

海漁業は,外国か ら輸入する魚に莫大な関税を課 し,生産されたニシンに奨励金を交付する

ことによって, はじめて可能になっているにすぎない｣ という115), スウェーデン人の分析か

ら裏付けられる｡

しかし, イギリスがふたたび大陸への輸出を増加させはじめた1830年代には, スウェーデ

ー178-
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ンでもイギ リスのシステムが有用であると認められるようになった｡その結果,スウェーデン

では,スコットランド･システムの導入やオランダ人漁師を雇用によって,その高度な技術を

獲得 しようとする動きがみられた116)｡つまり,スウェーデン産は価格競争ではノルウェー産

にかなわないので,スコットランド産のように ドイツの中産層をターゲットにしようとしたの

である｡

スコットランドでもおなじく大陸市場への参入を目指 して,1820年以降にさらなる品質強

化がおこなわれた｡まず,ニシンを品質によって3種類に分別 し,ブランドもまた上位ブラン

ド ｢クラウン･フル｣ と下位ブランド ｢クラウン｣ の2種類に分類された117)｡ これらはすで

に, オランダではおこなわれていた作業であった｡ しかし, イギリスでは, 1810年代後半に

漁業委員会が何度か導入を提案 したが,その時には実現 しなかった118)｡

魚の品質を厳密に分別するいわゆる ｢オランダ様式｣("Dutchmode") は, マレー湾南岸

の諸港で 1826年 ころから導入された119)｡なかでも,パンフ, フレイザ -バラ, ピーターヘッ

ドなどの港が, つねに ｢オランダ様式｣ による生産の上位を占めている (【表12】)｡ マレー湾

南岸の港では,ほぼ95% 以上が大陸へ輸出されていた｡【グラフ1】と 【グラフ8】を比較す

れば, こうしたヨーロッパへの輸出のほとんどが, ｢オランダ様式｣ による製品であることが

理解できる｡ ｢オランダ様式｣ の導入は大成功をおさめた｡ スコットランドのニシン産業はブ

ランドを段階化 してオランダの技術を取 り入れることにより,従来,オランダ産を消費 してい

た中産階層を獲得することに成功 した｡

ブランドの効用はこれだけではなかった｡品質が画一化されていることで委託取引が促進さ

れた120)｡ このようにして, スコットランドはブランドを活用 し, とくに ドイツ市場で確固た

る地位を占めることに成功 した｡ たとえば, シュテティーンの例では,｢オランダ様式｣導入

後 20年ほどで, 輸出量が約 7倍に急増 している｡ シュテティーンじしんの塩漬けニシンの総

輸入量 も増加 しているが,それにもましてスコットランド産の輸入量が占める割合は,1835

表 12 ｢オランダ様式｣の塩漬けニシンの輸出 (単位 :バレル)

1833 1835 1838 1839 1840 1841 1842 18

44 1849Banff 9,476 12,347 7,667 9,026 19,607 15,203 14,0

55 17,424 13,015Findhorn 430 1,426 745 3,942 6,427 l
l,799 8,572 10,203 15,889Fraserburgh 13,332 14,991 17,609 14,850

24,144 21,336 31,972 29,031 35,116Helmsdale 6,451 6,513 18,613
25,107 14,567 30,717 19,249 25,610 19,441Lieth 1,4

24 1,624 6,024 4,561 3,847 1,896 3,610 3,555 5,176Lybster 3,978 3,250 2,250 2,271 1,080 2,532 1,037 13

,002 19,753PortGordon 2,755 1,320 1,2
20 325 141 73 514 1,316 1,491Lerwick 2,963 4,914 - 3

98 31 724 416 - 482Wick 15,128 6,032 3,258 2,284 2,232

13,473 10,950 25,098 45,089Peterhead - ll,195 18,318 18,731 23,194 28,487 22,843 31,811 32,356出典 :ReportsbytheCommissionersoftheHerringFishery,1834,1836,1838,1842;Rep
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グラフ8 オランダ式保存処理ニシン年以後はとくに増加 して

いった (【グラフ9】)｡ しかも, ノルウェー産と ｢すみ分け｣ができていたために価格の下落は

みられない121)｡ こうして 1830年代以降, とりあえずはスコットランド産とノルウェー産

のニシンが, ヨーロッパ市場を寡占状態においたのであった｡このように, スコットランド産は大部分が ドイツ市場へ輸出された (【表13】)

｡ その原因は低い関税にあった｡ ドイツ (シュテティーン)では,塩漬けニシンの輸入関税は

, 1バ レルあたりで 1リックスダラー (2シリング11ペンス)であった｡ 輸入後の市場で

の価格は, 1バ レル26シリング3ペンスほどであった122)｡ロシアでは差別関税

が適用された｡ノルウェー産がバ レルあたり1シリング6ペンスであったのに対 し,スコットラン

ド産は4シリング2ペンスであった｡ しかもスコットランド産がノルウェー産よりも 1バ レル

あたりの容量がす くなかったので, この差別関税はスコットランド産に大 きな影響をおよぼした

123)｡また, ロシアで消費 されるのは品質の落ちた安価な製品であった｡その結果, ロシア市

場にはスコットランド産がほとんど進出できなかった｡同様に,フランスでは 1バ レルあたり3

7-40シリングもの高額な輸入関税がかけられたため,事実上輸
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1830 1835 1840 1845

(午)グラフ9 シュテテ ィー

ンのニシン輸入表 13 ヨーロッパへの輸出 (単位 :バ レル)ペテル ケ一二 ヒ ダンチ ヒ
ハ ンプ ハルブ ブレーメ ン ライン 大 陸 シュア 計ブルク スベルク ル

ク ル ック 流 域 内陸部 Tイ- ン300 70 4,0443505655571,513 2,746 6 3,937 744600 545 581513 3,9891,9497502,054246 1,

9587869592,7252,4033,787640 1,4991,5987,3323,3113,3136,729 1,93915,7315,103

8,038

3,205

4605445,

3932,712

6302,420

1,644 4,668 221 19,559 2,022
721 2,849 2,114 9,743

2,274561

5,475 4,2901,949 2,186LeithEyemouthStornowayShetlandOrkneyWickLybsterHelmsdaleCromartyFindhornBanffFraserburghPeterheadAnst

ruther計 F9,0821 15,131L 37,390i9,365172,3061 1,100h2,925121,371l128,6031307,275J

出



人 文 学 報

1815年以降のイギリス国家の変質は,ニシン漁業を通 じて周辺地域の経済を発展させよう

とする財政軍事主義的な発想から生まれた地方安定政策に,いちじるしい影響をおよぼした｡

ニシン漁業振興の試みは,スコットランドとアイルランドという国家の周辺地域で同時におこ

なわれたが, 国家の変容からの影響はそれぞれの地域に異なった結果をもたらした｡ ｢財政軍

事国家｣の解体は,いずれの地域にも危機的な状況をもたらした｡ しかし,結果的には,奨励

金政策に過度に依存 していたアイルランド漁業が崩壊することによって,逆に,スコットラン

ド漁業は生き延びたのであった｡

｢財政軍事国家｣ は, たびかさなる漁業振興政策の失敗に柔軟に対応 し,経済情報を積極的

に政策内に反映させた｡それは,地方の自律性に配慮 し,地方からの要求を議会で柔軟に処理

することによってはじめて可能になったと考えられる｡ 当時,莫大な戦費を必要としていた中

央政府から財政支出を獲得 し,さらに,現場からの経済情報を迅速に政策に反映させつつ,奨

励金によるインセンティヴをたくみに配置することによって,スコットランドはヨーロッパ大

陸の広大な市場の獲得に成功 した｡ その結果, 19世紀後半には, スコットランドのニシン漁

業は世界最大の漁業に成長 し,スコットランド地域経済の発展に寄与 したのである｡

お わ り に

たしかに, イングランドとおなじくスコットランドもまた, 19世紀には ｢産業革命｣ を経

験した｡クライ ド湾では造船業が隆盛を誇り,ダンディーではジュー ト工業が勃興 した｡これ

らと比較すると,ニシン漁業など墳末でとるに足りない存在でしかない｡ しかし,それはあく

まで現代に生きるわれわれの眼による結果論である｡ これによって,18世紀末から19世紀は

じめにかけておこなわれた,ニシン漁業の振興政策がもつ歴史的な意味を否定することはでき

ない｡そもそも,当時,スコットランドの人びとから見ても,また,ロンドンの為政者たちか

ら見ても,｢産業革命｣なるものを夢想することよりも,当時の大国オランダの富の源泉で

あったニシン漁業を振興することのほうが,よほど現実的で確実なことであった｡国家に富を

もたらし海軍の船員を養成するニシン漁業は, ｢財政軍事国家｣ にとって戦略的な意味をもつ

重要な産業であった｡だからこそ,当時の論者たちはこぞって,漁業振興を訴えるパンフレッ

トを出版 したのである｡

1780年代の帝国解体の動揺のなかで,スコットランドは ｢メ トロポリタン･エンパイア｣

を構成するひとっの単位とみなされた｡また,経済的な手段による緊密な政治的統合の必要性

が主張された｡このような中央の動きと,地域経済の発展を求めるスコットランドの声が結び

つくことによって,ニシン漁業を通 じた地域経済の振興が具体化 していく｡ それは,中央政府

からの財政的な支援 と,議会から権威と権限とを付与された民間組織によって実現された｡ し
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かし,それはあくまで,｢財政軍事国家｣の存在を前提としながらその公益を実現するという,

当時の正統的な論理構造においてはじめて説得力を持っものであった｡つまり,スコットラン

ドの漁業政策は,｢財政軍事国家｣における典型的な地域利害の実現であったといえる0

周辺安定政策としてのスコットランド･ニシン漁業振興政策は,1808年法をきっかけに,

見事な成功をおさめた｡それは,中央政府がたくみにインセンティブを配置することによって,

輸出産業としてのニシン漁業の ｢制度｣,すなわち,保存処理業者を中心とする生産構造を確

立 したからである｡ 市場としてのスコットランドは小規模であったために,また,目の前でオ

ランダが富を獲得 していたために,スコットランドにおけるニシン漁業は当初より,海外市場,

とりわけヨーロッパ大陸の市場を志向した｡そのためには,製品品質の向上が絶対条件となっ

た｡ しかし,数十年間,スコットランドはそれにいくども失敗 してきた｡1808年法や 1815年

法は,奨励金によって品質の統制を試み,それに成功 した｡そこに,｢財政軍事国家｣の解体

によるアイルランド漁業政策の失敗と,ヨ-ロッパ大陸におけるオランダ産の勢いの低下と

いった,市場側か らの好条件が加わった｡こうして,スコットランドのニシン漁業は世界第一

の規模に成長 していった｡つまり,｢財政軍事国家｣による政策は,現地に適切なインセン

ティヴをもたらしたすことによって,ニシン漁業を輸出主導型の産業に制度化 したのである｡

それに対 して,おなじく周辺地域のアイルランドでは,同種の政策がおこなわれたのにもか

かわらず,スコットランドとはまったく違う結果がもたらされた｡アイルランド市場はスコッ

トランド市場よりもはるかに規模が大きかった｡さらに,アイルランドではスコットランドよ

りも有利な奨励金が交付された｡この二つの要因によって,アイルランド漁業は奨励金と地域

内市場に依存することになってしまった｡つまり,アイルランドではニシン漁業が輸出型の産

業とならなかったのである｡その結果,アイルランド産ニシンの品質は向上せず,奨励金の効

果によってアイルランド内で流通 していたスコットランド産ニシンを駆逐 しただけに終わった｡

最末期の ｢財政軍事国家｣は,アイルランドに輸出産業としてのニシン漁業をもたらすことが

できなかったのである｡

｢財政軍事国家｣ の解体はこの二つの地域にまったく異なる影響をもたらした｡ スコットラ

ンドは,輸出産業 としてのニシン漁業の ｢制度｣がほぼ確立 したあとに,｢財政軍事国家｣の

解体からの影響を受けた｡1808年法によってスコットランドのニシン漁業は,奨励金ではな

くその品質の統制によって,すでにヨーロッパ市場で地位を確立 しつつあった.奨励金は ｢制

度｣ の確立に大きなインセンティヴをもたらしたが, 1820年代にはすでに ｢制度｣の存続の

必要条件ではなくなっていたのである｡ また,｢財政軍事国家｣の解体によってアイルラン

ド･ニシン漁業が崩壊 し,アイルランド市場がふたたび有望な市場として出現 したことも重要

である｡ ｢財政軍事国家｣ の解体は,財政軍事主義的な論理から生み出されたスコットランド

における周辺地域政策を,さらに促進させたともいえる｡
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また,｢財政軍事国家｣の周辺地域政策としてのニシン漁業振興政策は,｢地方｣としてのス

コットランドの特殊性も浮き彫りにした｡通常, ｢財政軍事国家｣ における中央と地方の関係

における ｢地方｣ とは,都市や地域的な団体など比較的小さな単位で構成されるものであった0

ニシン漁業振興政策でいうスコットランドとは,多様な地域から構成されるスコットランド全

体を意味 した｡こうした発想は, もとからスコットランドの地域社会に存在 していたいっぽう

で,1780年代における ｢帝国の危機｣において中央で意識され (｢ノース･ブリテン｣の多用),

それがスコットランドの地域社会で再生産されたともいえる｡ ｢イギリス財政軍事国家｣ は,

こうした自律的なひとつの ｢地方｣としてのスコットランドからの要求を,現場からの経済情

報を政策決定過程で反映させるだけではなく,中央政府からの財政支出によってさらに効果的

なものにした｡それに対 して,アイルランドでの漁業政策は,自律的な ｢ひとつの地方｣から

の要求というよりむしろ,スコットランドの成功を見たロンドンの中央政府やダブリンからの,

｢トップ･ダウン｣ 的な性格が強かったといえる｡ だからこそ,現地の実情にあった政策を打

ちだせなかったともいえよう｡ 漁業奨励政策の廃止時に,アイルランドからの反対請願が-過

もロンドンの議会に届かなかったことは,まさに,これを象徴 している｡

本稿では, ｢財政軍事国家内｣ の周辺地域政策として, ニシン漁業政策をとりあげてきた｡

ここからみえてくるのは, ｢財政軍事国家｣ における中央と地方の相互関係を象徴するニシン

漁業政策であり,イングランドとは異なる ｢地方｣としてのスコットランドの特殊性であり,

財政軍事国家内の相互依存的な中央と地方の関係を欠いたアイルランドの姿である｡｢財政軍

事国家｣ における政策の効果だけではなく,｢財政軍事国家｣ の解体からによる影響も同時に

考察することによって, ｢財政軍事国家｣ における中央と地方の関係とその多様性がさらに明

らかになるのである｡
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