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１. フランク・トレントマン 自由貿易国民

グローバリゼーションの進展を支持する立場

(

から, 自由貿易理論の経済学的正統性を前面
に掲げて, 自由貿易を支持する経済理論の生
成と発展を描いたものである｡ したがってア
) は, 対象とする時

期は長くないが, 非常に広い視野で

ーウィン自らの依って立つ立場と経済理論の

世紀は

発展は幸福に一致している｡ これに対してゴ

年代初頭までのイギリスにおけ

ウムズの著作は, 今日のグローバリゼーショ

る自由貿易運動の高揚と, そして衰退を論じ

ンがもたらした経済格差や社会的亀裂に目を

た好著である｡ 本稿では,

むけつつ, 経済理論 (著作名の

じめから

自由貿易国民

)

が持つ意義と射程について, 自由な覚え書と

においては, 自由貿易を支持する理論の展開

いうスタイルで紹介し検討を加えたい１)｡

を中立的に描きながら (＝それゆえに標準的

自由貿易を支持する, またそれを批判する

な解釈にとどまる一面を持つ), 自由貿易の

経済理論の歴史についての著作は多い｡ 最近

政策的具体化 (著作名の

では,

ては, さまざまな史的環境をふまえて自由貿

) におい

易政策に対する一定の留保の根拠を指摘しよ
(小島清
監訳・麻田四郎訳

自由貿易理論史

文眞堂,

年)２) や,

うとする｡ ただしゴウムズがおこなった史的
環境の分析は特に深いものとはならず, 研究
史の標準的整理を超えるものではなかった,
というのが筆者の理解である｡

３)

があげられる｡ アーウィンの著作は, 今日の

１) 筆者は 経済学史研究
巻１号,
年に
本書の書評をおこなった｡ 本稿の一部にこの書
評と重なる部分があることをあらかじめ断って
おきたい｡
２) 服部の書評が 経済学史学会年報
号,
年にある｡
３) 服部の書評が 経済学史学会年報
号,
年にある｡

一方, 自由貿易運動, また政策に焦点をあ
てた研究としては
をあげるべきであろ
う｡ ハウの著作は, 自由貿易に基づく世界平
和というリチャード・コブデン (
) が抱いた世界秩序の理想が,
紀末の公正貿易運動,

世

世紀初頭の関税改革

運動, 二次にわたる世界大戦という自由貿易
に対するさまざまな挑戦にもかかわらず, 例
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えば自由貿易と社会改革の結合という形をと

成に向けた交渉の出発点となった｡ またハロ

る自由貿易の理念自体の修正と運動のウィン

ッドは自由党の機関誌 リベラル・マガジン

グの拡張とを通じて新たな状況に適応し, イ

に発表した ｢リチャード・コブデン｣ (

ギリスの政党ならびに大衆イデオロギーの中

年) という論説で, コブデンは政治また経済

に生き続けたことを詳細かつ説得的に説明し

学説としての自由貿易主義を創造しただけで

た｡ そしてハウは最後に,

に象徴さ

なく, 自由貿易主義に対して基本的政治哲学

れる第二次世界大戦後の多角的自由貿易体制

を与えたと高く評価し, ｢コブデンは自由党

のなかに, コブデン的世界秩序の理想が修正

を作った｣ とまで表現した６)｡ さらにハロッ

・変容を受けつつも受け継がれてきたことを

ドは

指摘する｡

年) という著作では以下のように述べている｡

ハウは, ｢

年以降のパックス・アメリ

こうした困苦は必要なのか？

すなわち, ｢自由貿易という教義と

(
アダム

カーナは, イギリスの自由主義者たちが熱狂

・スミス以降の

的に支持したグローバルな理想であった｣ と

いていた｡……ところが実際の政策における

書いた｡ そしてイギリス自由主義者たちは,

自由貿易の衰退に照応して, こうした

｢ コブデンの教えを基礎とする文明世界の新

経済学の 教義に対する関心が衰退している｣｡

秩序構想

現在では外国貿易が不均衡ならば輸入を削減

ト ( .

典型的なコブデン主義者ハース
.

) の言葉

ハウはロイ・ハロッド (

) の言

葉を引用した｡ 確かに, ハロッドは

フリー

法廃止

という雑誌に発表した ｢穀物

周年｣ (

年) という論説で, 第

二次大戦中の英米の相互援助協定第７条
(

古い

の再生｣ に喝

采を送った, と指摘する４)｡ その一例として,

・トレイダー

古い経済学は緊密に結びつ

年) を ｢現代の自由貿易憲章｣ と呼び

高く評価した５)｡ なお相互援助協定第７条は,
｢国際通商上のすべての形の差別待遇を廃止
し, 関税その他の貿易障壁を低減すること｣
を大戦後の世界経済の基本目的に据えたもの
であり, その後の英米間での戦後貿易体制形

４)

５)
この論説が掲載された
は ｢自由貿易連合｣ (
) の機関誌である｡ そしてこの論説は,
自由貿易連合が主催して
年２月１日にロン
ドンで開かれた, ハロッドによる穀物法廃止
周年講義のテキストである｡

６)
ハロッドは
年総選挙で, ヨークシャのハダーズフィー
ルド (
) 選挙区から自由党候補者
として立った｡ ハロッドの遊説は相互援助協定
第７条の擁護に集中して, 保護主義への回帰に
反対するものであった｡ 結局ハロッドは六分の
一程度の得票で落選した｡ 当選は
票を得
た労働党
であり, 国
民自由党 (だが保守党と同義)
が
票で次点, ハロッドは
票であっ
た｡ ハロッドは, ハダーズフィールド選挙区に
ベヴァリッジ (
) が応援演
説に来た時のことをこう書いている｡ ベヴァリ
ッジの応援演説は多くの聴衆を集めたが, 彼は
社会保障問題に熱中して, 相互援助協定第７条
問題にふれるという約束をすっかり忘れてしま
った (
)｡ またハ
ロッドは
年の間, 自由党影の内閣の一
員であった｡ もっとも, その後ハロッドは影の
内閣を辞し, 保守党の候補者たらんとしたこと
もあった｡
(
)
翻訳
として
ブラウン ｢ロイ・ハロッドの知的
生涯｣ が 季刊 現代経済 ( 号,
年) に
あるが, 抄訳である｡
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すればうまくいくという, ｢重商主義が

だがハウの著作が対象とした,

その誤りはイギリスでは幾世代にもわたって

物法廃止から

理解され明らかにされてきたのに

年後の

年の穀

に象徴される

現在一

多角的自由貿易体制はアメリカを主導とする

般的風潮になっているように思われる｡……

世界貿易秩序であり, その形成過程において

こうした重商主義の再燃は現時点でイギリス

特恵関税・関税引き下げ方式・国際収支赤字

に深刻な害をもたらしつつある｣７), と｡

国への貿易自由化例外規定を巡って英米の角

なるほどハウの言うように, 大戦終結直後

逐が顕在化し, アメリカの経済的政治的優位

のイギリスにおいては, ハロッドをはじめと

の下で, 全体としてイギリスの譲歩を前提と

して, アメリカ主導の戦後世界貿易秩序に対

して成立したものであった９)｡ しかも

するイギリス自由主義者の支持は強固なもの

においては, 輸入数量制限と輸出補助金に対

であった｡ ハロッドは

する一般的規制から農産物貿易は明示的に除

ケインズ伝

の中で,

年における英米借款協定締結時のイギリ

外されることになる｡ これがアメリカの農業

スの窮迫した状態についてこう書いている｡

保護政策に適合的であったことは言うまでも

｢英米借款協定という問題もまたそれ自身に

ない )｡

おいて生死の問題であった｡ なぜなら, イギ

そして,

年の段階でアメリカ主導の世

リスの状態は, 対外債務のびっくりするほど

界貿易秩序への支持を表明したハロッドも,

の重荷を負い, 現在のところ毎日毎日借金せ

８年後の

ずには暮らせないありさまで, 実にひどいも

になる ) ｡ すなわち, ｢

のであった｡……もしケインズの借款交渉が

制度は戦後の均衡が完全に確立されてから後

失敗すれば, 配給は思い切って削られなけれ

の体制を対象とするものであり, そ

ばならないだろう｡ 工場は原料欠乏のために

成立した体制

休止することになるだろう｡ 間違いなしにイ

普通の経済状態に処し, 深刻な不況の発生を

ンフレーションがやって来るだろう｡ 労働紛

防ぐことを目的としている｣ のであって, 各

争も, また内乱さえ起らないとは言えないで

国経済の貿易自由化の前提である国際収支の

あろう｡ 帰還軍人や, 爆撃の下であれほど堪

均衡を形成するものではない｡ さらに, 戦争

え忍んできた市民たちは, 自分自身と家族の

がヨーロッパに対して課した, 広大な海外新

ために怒りを込めてなにものかを強硬に要求

市場の獲得をはじめとする ｢戦前からの経済

年には次のように主張すること
と

の両
うして

の均衡の破壊を防ぎ, 平時の

するであろう｡ 彼らが自分たちを取り囲んで
いる複雑な経済体系を理解できるとは到底考
えられなかった｡ 幾世紀もの間穏やかであっ
たこの島ではまったく知られなかった種類の
暴力が見られることになるかもしれない｡ そ
の結果は予想不可能である｡ われわれの文明
の貴重な特色が数多く失われることになるか
もしれない｣８)｡
７)

８)

塩野谷九十九訳 ケインズ伝
東洋経済新報社,
年,
ページ｡ 訳文は
一部修正してある｡
９) 第二次大戦中の英米間の交渉過程については,
山本和人 戦後世界貿易秩序の形成
英米の
協調と角逐 ミネルヴァ書房,
年, をみよ｡
) この点については,
ジョスリン,
タ
ンガマン,
ワーレイ ガット農業交渉
年史 塩飽二郎訳, 農文協,
年, 第１章,
をみよ｡
) 以下については, 服部正治 自由と保護
イギリス通商政策論史 増補改訂版
ナカニ
シヤ出版,
年, 終章 ｢自由貿易実現の条件｣,
をみよ｡
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と

はそれに適した体制ではない｡
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ならないのはうんざりだが, ｢われわれは戦
争がもたらした構造的混乱から回復していな

戦後８年を経たが, 国際収支不均衡が存在す

い｣ と述べ, 現在の ｢非常事態｣ においては,

る現在では ｢差別的な体制を続け, 漸進的過

真に効果のある一時的輸入制限である輸入数

程を経て, 差別的制限がもはや必要でなくな

量制限復活の必要性を

る事態が到来するのをゆっくりと待つ以外に

当の凍結, デフレ政策の反転とともに

)

は方法がないように思われる｣ , と｡ さら

２年間の賃金・配
強

)

調する ｡

にハロッドは ｢米英間の関税と貿易｣ (

またハロッドは,

年

月

日の労働党

年) という論説では, 現時のドル不足の下で

ハロルド・ウィルソン (

)

は, 無差別だが高い水準の輸入制限よりも差

内閣が行った ｢緊急国際収支対策に関する声

別的だが穏当な水準の輸入制限のほうが良い,

明｣ に基づく, 貿易収支改善のための輸入課

と述べることになる｡ ハロッドにとっては,

徴金導入 (食料, 基礎的原料, 葉煙草を除く

国際収支不均衡解消という ｢新しい課題にむ

全ての輸入商品に対する一律従価

％の課徴

)

けてイギリス経済全体が調整されうるまでは,

金) を強く支持していた ｡ 日本では

イギリスにとって

に

自由でない

(

貿易方法

) は, 選択の

問題ではなくて緊急の必要の問題｣

)

なので

経済白書

年

が ｢もはや戦後ではない｣ と

いう言葉を使い, ｢緊急国際収支対策に関す
る声明｣ が出された

年

月には東京オリ

あった｡ 同時期に書かれた論説 ｢ガットの将

ンピックが開催されており, 高度経済成長が

来｣ (

年) でもハロッドは, ｢国際収支赤

進んでいた時期であるが, ハロッドにとって

字国にとっては, それ以外の方策が直ちには

は戦前の大国イギリスの戦後はまだ終わって

実施不能である場合には, 輸入数量制限は正

いなかった｡

当化されうる｡ 世界の他の国々に対して慢性
的な債権国の立場にある国に対しては,
)

輸

こうした, 穀物法廃止から

年を経た世

界の, その後の展開方向を見るならば,

と述べて

に象徴される戦後の多角的自由貿易

いる｡ ハロッドはこの論説で, 戦後の大きな

体制のなかにコブデン的世界秩序の理想が修

規模の不均衡からすれば, 戦後９年間も種々

正・変容を受けつつも受け継がれてきたと,

の貿易制限・差別措置が続いたとしてもそれ

ハウのように結論をして

は長すぎるわけではないと書いた｡ じつはハ

て自由貿易の生命の長さを印象づけて

ロッドはその

わるわけにはいかないだろう｡ ハロッドは,

入

差別措置は正当化されうる｣

年後にも, しかもこの時点で

そして全体とし
終

はポンドの交換性回復は実現されているのに,

生涯自らを自由貿易論者だと自認しつづけた

まったく同じことを述べることになる｡

が, 死の直前の

年・

年のポンド危機の最中, ハロッドは,

や関税を全廃するという考え方は, 現実のわ

戦後

年になるのに戦争にまで遡らなければ

れわれの生活から著しく遠ざかっている｣

年になっても ｢輸入制限
)

と書いたのである｡
)
京銀行調査部訳
ページ｡
)
)

ドル

実業之日本社,

東
年,

)
) ハロッド ｢ポンド危機と国際通貨体制の動揺｣
東京銀行月報
年２月, ５ ６ページ｡
) ハロッド ｢輸入制限政策の活用 (仮題)｣ 東
京銀行月報
年 月,
ページ｡
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ハロッドは, 典型的なコブデン主義者であ
り,

エコノミスト

誌編集者として第一次

た｣ )｡
後にも述べるが, 第一次大戦以前のイギリ

世界大戦への参戦に反対したハーストを

スを中心とする世界貿易体制と第二次大戦後

年代には高く評価していた

彼の大胆で疲

のアメリカ主導のそれとの連続と断絶をわれ

れを知らない首尾一貫性！

が, 彼のケイ

われは意識する必要があろう｡ ハウの著書の

ンズ批判の浅薄さ
れを取った！

彼は現代経済思想に後

弱点は, 第一次大戦以降の自由貿易批判の,

を見て, はっきりと自由党

そして自由貿易が大衆的支持を喪失するプロ

内の ｢コブデン的レッセフェールの流れに立

セスの分析が不十分なことにある｡ 具体的に

つフランシス・ハースト｣ 派と袂を分かった｡

は, 全８章からなるこの著作の７章までが

ハロッドはこう書いている｡ ｢私は, 貿易の

年の穀物法廃止から

年総選挙での関

自由が増せば増すほどそれだけ良いと確信す

税改革運動の決定的敗北までを扱っており,

るが, 自由貿易だけでわれわれの経済的諸問

最後の第８章のみが第一次大戦後の事態を簡

題を解決できるとは決して考えなかった｡ わ

潔に扱っているにすぎない｡ そして７章まで

れわれは, 完全雇用を保証し, 国内・国際投

が, 自由貿易が理念の修正と運動のウィング

資を推進することを意図したポジティブな政

の拡張とを通じて新たな状況に適応したこと

策の枠組みの中で, 貿易のより大きな自由へ

を強調し, 最後の第８章で, 第二次大戦後の

の道を歩まなければならなかった｣｡ そして

多角的自由貿易体制のなかへのコブデン的自

こうした立場に立てば, ハーストとも, また

由貿易理念の再現を結論するという構成にな

貿易制限の禁止と無差別主義とをイギリス

っている｡ 穀物法廃止から

に強要するアメリカ国務長官ハル (

コブデンとケインズの総合と捉え, 国際的な

年後の世界を

) とも, 意見は一致しなかった｡ ｢アメ

自由貿易と完全雇用をめざす国内的経済コン

リカとの交渉においてわれわれは, 貿易障壁

トロールとの両立を強調し, 自由貿易の理念

の除去だけで世界の経済的困難を治癒するの

が覇権国アメリカの経済外交の中に再現した

に十分だとは決して考えていないことを明確

という著者ハウの立論は, 結果的にはアーウ

にするために注意を払わなければならなかっ

ィンと同じ立場に立つことになろう｡ ハウの

た｡……われわれの将来は, ケインズがアメ

立論が説得的になるためには, なお埋めるべ

リカの同じ考えの士と団結して, 戦後におい

き環は大きいと言わねばならない｡

て世界の完全雇用と高い投資とを目指す一種
の英米共同政策を実施できるかどうかにかか

２. 前述のアーウィンは

年に,

を出版した｡ カバージャ

っていた｡ こうした枠組みの中でなら, コー
デル・ハルの貿易のより大きな自由という政

ケットに

策は重要な位置を占めたはずであっただろう｡

閣僚会議の際の, 街頭でのデモ隊と警察隊の

年末に開かれた

シアトル

自由党が行うべきことは, 自由貿易にたいす

衝突の写真を配したこの著作で, アーウィン

る古くからのイギリスの熱情を甦らせること

はこう述べた｡ 自由貿易に反対する勢力のう

ではあるが, それを現代的な装いで, すなわ

ち, 今日では保護主義からの圧力は弱体化し

ちより広いケインジアンの政策の一部として
提示することであった｣｡ ｢自由貿易を
目的化するのではなくて

自己

より高いレベルの

雇用と生活水準に寄与するための手段とみな
すことについて, 私は意見を異にしなかっ

)
公的サー
ビス・公共投資をめぐるハーストとケインズの
対立については, 熊谷次郎 マンチェスター派
経済思想史研究 日本経済評論社,
年, 第
７章, をみよ｡
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こうしたバグワティとアーウィンの主張は,
自由貿易の経済理論が具体的に政策として実

) 運動, 人道主義団体, 先住民族代表

施され, また安定的に制度化されて機能する

団体, そしてあらゆる種類の教会団体といっ

ためには, 特定利益集団の運動としてではな

た ｢市民団体 (

くて, なによりも国民または市民レベルから,

)｣ からなる

｢パブリック・インタレスト (

)｣

しかも経済的利益と個人的倫理とをあわせも

グループによる自由貿易批判は大きな力を持

った社会的価値を表現する運動として展開さ

ち, 今後は保護主義よりもはるかに手強い相

れる必要があるにもかかわらず, 現状ではそ

)

手になる , と｡ おなじく国際貿易理論研究

うなっていないという危機感に基づいている｡

の第一人者の一人であり自由貿易擁護の論陣

さてトレントマン

自由貿易国民

は, バ

を張りつづけるジャグディッシュ・バグワテ

グワティが本来は自由貿易陣営にこそあった

ィ (

年に出版

はずなのに反自由貿易陣営が自らのプライオ

で, かつては自由

リティを標榜するに至ったと嘆いた, ｢社会

) も,

した

貿易論者が自由貿易には ｢より高い道徳的価
値 (

正義 (

)｣ があると

主張することが可能であったが, 現在では,

)｣, ｢市民団体 (
)｣, ｢パブリック・インタレスト

(

)｣, ｢道徳的価値 (

反自由貿易にこそより高い道徳的価値がある

)｣, ｢公正さ (

)｣, ｢社会的

と主張する者が生まれていることに目をむけ

・道徳的課題 (

た｡ そしてバグワティは, アーウィンがあげ

という視点から, イギリスにおける ｢自由貿

たさまざまの ｢市民団体｣ の自由貿易批判を

易国民｣ の興隆と解体を描こうとする｡

)｣

以下のように分類した｡ ｢① ｢フェア・トレ
イド｣ への要求｡ それは保護主義を隠すか,
あるいは保護主義へと堕落していくものであ

３. トレントマン

自由貿易国民

の原型は

年にできていた｡ 彼の論説

り, いずれの場合も自由貿易は公正さ (
) を欠き, フェア・トレイドが公正さを
回復させると主張する｡ ②自由貿易は環境を
害するという懸念｡ ③自由貿易 (そしてその
主要な制度である

) は社会的・道徳的

課題 (

) の進捗

と両立しないという批判｡ ④自由貿易は労働

がそれである｡ この論説でトレ

者の実質賃金を損ない, 豊かな国と貧しい国

ントマンは, 通商政策をめぐる政治運動に圧

が貿易をすれば, 前者の内部には貧民が生み

倒的求心力を与えた消費者 (

出され, 後者では貧しさが悪化する, という

いう理念を基軸にして,

懸念｣ ), と｡

ン (

) の関税改革運動

から

年の輸入関税法制定までの過程を概

)

括した｡ トレントマンは,
たる

) と

年のチェンバレ

年と二度にわ

年の総選挙において, 関税改革運動

)
北村行伸・妹尾美起訳

自由貿易への道

ダイヤモンド社,
は一部修正｡

年,

ページ｡ 訳文

｢自由貿易国民｣ の興隆と解体 (上)

を葬り去ったイギリス自由貿易陣営 (特に自
由党と労働党) のなかでのヴィジョンのちが
いを析出し, さらに第一次世界大戦中のさま
ざまな経済規制の経験のなかで 自由貿易解
体の契機が形成され,

年代の不況と高失業

⑤

という状況のなかで自由貿易への信頼が大衆
レベルでもまた実業界でも失墜していたこと
を指摘した｡ こうして

年の自由貿易の解

体は大恐慌が原因ではなく, また ｢不思議な
死 (

⑥−１

)｣ でもなかったのであ

る｡ ｢世界大恐慌 (

年) は自由貿易の

墓を掘った｡ だが大恐慌が自由貿易を殺した
のではなかった｡ 世俗的な宗教としての自由
貿易は, 先立つ

年代

と死んだのであった｣ )｡

年代の間にゆっくり
自由貿易国民

に

は, この論文以降の, とりわけ消費者運動や

２
⑥−２

−

市民団体, さらには実業界, 政界での自由貿
易を巡る議論に関するトレントマンの精力的

⑦

な研究の成果が余すところなく活かされてい
る｡
自由貿易国民

に至る彼の研究の成果は

以下である｡
①
⑧

②
⑨ (

)

③

⑩ (

④
) ②

)
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⑯−１

⑪

)

⑯−２ (
⑫ (

)
⑰

⑬ (

)
⑱

⑭−１ (

)

なお

自由貿易国民

出版後, トレント

マンは
⑲−１

・
・

⑭−２

−
を発表したが, これは⑱の短
縮版である｡ また

⑮−１

⑲−２ (

・
・

)

を発表している｡
以上からして, トレントマンの関心が消費,
消費者文化, そしてそれを基礎とする市民団
体 (社会), そして貿易, グローバリゼーシ
⑮−２ (

)

ョンに集中していることが分かるであろう｡
これらは,

自由貿易国民

の副題 (

｢自由貿易国民｣ の興隆と解体 (上)

化を可能ならしたものこそ, 当時まだ選挙権
) に表現されている｡ 以
下に

自由貿易国民

の内容紹介に入るが,

から排除されていた女性を含めた消費者に市
民意識を賦与し, 私事としての商品の消費で

上記①〜⑲の論説の一部についても言及する

はなくて消費という行為を通じて社会とつな

つもりである｡

がる意識を国民大衆の中に植え込み, 大衆政
治の時代に

４.

自由貿易国民

体,

の問題意識は広い｡ 一

(大文字) が貿易に対して

シティズンシップ, 消費, そして市民社会
(団体) の理念を結び付けることによって
世紀はじめに自らを
一

に民主主義的吸引力

を与え, こうして

世紀初頭イギリスの歴史

的個性として

を確立させた, あ

の新たな大衆運動の展開なのであった｡
したがって, トレントマンの関心はいわゆ

イギリスにおいて唯

る自由貿易を支持する, またそれに反対する

国民的アイデンティティとして確立す

経済理論自身の展開にはない｡ むしろそうし

ることに成功した後で, わずか
んなる

年の間にた

(小文字) に成り下がり,

た経済理論がいかに国民大衆に受け取られた
のか, またそう受け取られるにあたっての情

その後はリベラルな経済学者や官僚にとって

報宣伝活動のあり方はどのようなものだった

は教科書のなかでの尊重すべき貿易理論であ

のか, そしてなによりも国民大衆の有した理

り一応は政策上の到達目標ではあるものの,

念と価値と情熱と偏見を含む文化の有り様が

現代の

運

いかなるものであったのか, またそれがどの

動が道徳的に優位な立場を獲得しつつあるこ

ように変容したのか, が大事であった｡ トレ

とに象徴されるように, 厳然たる経済格差の

ントマンは, 本書を ｢自由貿易のヒューマン

存在する世界全体からみれば

・ヒストリー｣ (

を批判する

は

もはや大衆からの広範な支持を得られなくな

) として書こうとした｡

さて ｢自由貿易国民｣ という場合, なぜ

ったのはどうしてなのか｡ また⑮−１では,

世紀はじめの

トレントマンは以下のように問題を立ててい

問われるであろう｡ トレントマンによると,

る｡ 国際的対立が増大しつつある時に, 自ら

自由貿易実現のための大衆運動としては, こ

の食料安全保障をグローバル市場における外

れまで反穀物法同盟 (

国生産者に委ねるという自発的意志が

年間が対象とされるのか, が

世紀

) の運動が不相応な注目を集めてき

初頭イギリスにおいて明確に示されたことは

た｡ だが反穀物法同盟は民主主義的な大衆文

注目すべき事実である｡ ｢自らの食料を主に

化 (

輸入に依存する大衆団体や有権者たちが, 食

握したものではない｡ この運動はチャーティ

料

) を掌

の不安定という増大するリスクを

ズムとの対立が象徴するように, 主に中産階

それほど懸念することなく, むしろ完全に開

級の利害集団としての疑念を払拭できなかっ

放された市場をその多数が選択したのはどう

たし, 都市職人層, 農村労働者からの支持を

してなのか？｣ )｡

広く結集することもできなかった｡ 反穀物法

供給

これが本書の基本構想である｡ とすれば,

同盟の支部はほとんどがランカシャ, ヨーク

世紀はじめに大文字の

が国民

シャの産業中心地に集中していたのであり,

と

全国的広まりを欠いていた｡ そして, なんと

大衆の圧倒的支持を得た時には,

とは一体のものと意識されていた｡ この一体

いっても, 穀物法廃止は民主主義制度定着以
前における首相ロバート・ピール (

) ⑮−１

) 個人の役割が大きい出来事であった,
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ることで拡大した｡

世紀初頭のイギリスは歴史上きわめ
世紀末の大

の対象

となる各総選挙での有権者数をあげれば,

て特異な状況のなかで自由貿易を維持した｡
すなわち, 大陸ヨーロッパでは

自由貿易国民

年

万人,

年

年

万人,

万人,

万人,

年

年

万人,
年

不況の中でいわゆる ｢新重商主義｣ 政策が行

年

われ,

万人であり, 男性戸主にのみ選挙権が与

年代以降の低関税を放棄し関税引

万人,

年

万人,

き上げや二重関税など相互主義的通商交渉が

えられていた状態から

横行し, ｢関税戦争｣ というべき事態までが

法改正によって有権者が大きく増大したこと

年と

年の選挙

生まれていた｡ またアメリカも高関税政策と

が分かる )｡

相互主義を強化していた｡ さらには歳入の多

さて, 関税改革運動が行われていた最中,

くを関税に依存するオーストラリア, カナダ

それを支持したケンブリッジのウィリアム・

といった自治領も同様の政策を行った｡ こう

カニンガムは

した状況の中で, 国内からは公正貿易運動や,

(

自由貿易運動の興隆と衰退
)

さらには関税改革運動という形での自由貿易
批判が強まる中 ), 一人イギリスのみが ｢一

という著作のなかで以下のように論じていた｡

方的で純粋な自由貿易｣ に踏みとどまった｡

すなわち, 穀物法廃止時に自由貿易論者たち

｢一方的｣ というのは相手国がイギリス財に

が行った予測の誤りが３点あった｡ ①穀物法

対して保護関税を課しても, イギリスは相手

廃止によってもイギリス農業は害を受けない,

国からの輸入に対して関税を課さないという

②穀物法廃止によってイギリス工業の優位は

立場であり, ｢純粋な｣ というのは歳入関税

維持される, ③穀物法廃止によって, 他国も

以外の関税 (＝国内産業の保護関税) は持た

自由貿易政策を採用するようになる, がそれ

ないということであり, また歳入関税を課す

である｡ だがこれらの予測の誤りが明白にな

場合にも照応する国産財に内国消費税を課す

った現在では, そしてコブデンが望んだ, 土

ということであった｡ さらに加えれば, イギ

地貴族の排他的特権も廃止されイギリス政府

リスは帝国内からの輸入と帝国外からの輸入

が民主主義的基盤の上に立つに至った現在で

との間に差別をしなかった｡

は, ｢自由貿易問題は, その道徳的重要性

トレントマンによれば, こうした状況にお

(

) を失ってしまった｡

いて一方的で, 純粋で, そして無差別の自由

論点は単純化され, 新しい政策が社会の物質

貿易を維持するためには, 大衆政治時代にお

的福祉 (

ける国民大衆の中に自由貿易という理念が定

実際的結果についての議論に限定されること

着することが大前提であった｡ イギリスの選

になった｣｡ そして世界平和という ｢コブデ

挙権は

ンの理想｣ の堅持と, 自由貿易という ｢コブ

・

年代の改正によって男子労働

者に拡大され, さらには
男性と

年に

歳以上の

歳以上の女性に選挙権を与えること

で, そして

) にもたらす

デンの方法｣ の放棄とは, 現在では ｢完全に
両立可能となった｣ ) , と｡ だが

自由貿易

年以降は男女の区別がなくな

) イギリスにおける新重商主義については, 服
部 ｢イギリス歴史派経済学における重商主義の
復活｣ (竹本洋・大森郁夫編 重商主義再考
日本経済評論社,
年, 所収) をみよ｡

) 以上については, ピーター・クラーク イギ
リス現代史
西沢保他訳, 名古屋大
学出版会,
年, 付録, をみよ｡
)

｢自由貿易国民｣ の興隆と解体 (上)

国民

は, カニンガムがこのように書いた時

の縮小を志向すると理解する｡ トレントマン

点において, まさにカニンガムの主張とは反

によると,

対に, 自由貿易に ｢道徳的重要性｣ が与えら

らの

れ, コブデンの理想とコブデンの方法の一体

打ち建てたのであった｡

世紀初頭の

はこれ

とはまったく異なる

の意味を

化が行われたことを明らかにしている｡
トレントマンは

という言葉が

５. 以下に

自由貿易国民

が提起した論点

歴史的に意味を変えてきたことを指摘する｡

のいくつかを記し, 若干の解説とコメントを

第一は,

加えておく｡

年に結成された国民公正貿易同

盟 (

) が

世紀末以降イギリス国民の食生活のなか

であり, 他国が保護主

でパンの位置は相対的に小さくなっていった

義, またダンピングを行っているのに, イギ

にもかかわらず, チェンバレンの関税改革運

用いた意味での

リスが関税を課さない輸入をすることは ｢不

動に対抗して, 自由党が ｢飢餓の 年代｣ キ

公正な競争｣ だという主張である )｡ 第二は

ャンペーンを行い, 穀物法という保護の下で

関税改革運動における

の

の意味であり,

年代の貧困を前面に出したことで, 政

それはイギリス帝国ファミリーの構成員に対

治的光景は見事に単純化された｡ すなわち,

して特恵待遇を与えることこそ

だとい

純然たる自由貿易か人々の食料を危険にさら

う, ｢公正という帝国意識｣ であった｡ そし

す関税改革 (という名の保護の復活) かとい

て第三は現代の

運動であり, 先

う二者択一的対決点が形成された｡ チェンバ

進国消費者が途上国の主に第一次産品生産者

レン提案のなかでもっとも大衆受けする部分

に ｢公正な価格｣ を保証するための自発的な

は報復要求 (＝相互主義) であったが, 単純

)

運動である ｡ この場合には,

は,

化された対決の舞台からは外れることになっ

途上国政府が現地生産者を援助したり, アグ

た｡ コブデンの娘婿が書いた 飢餓の 年代

リビジネスや貿易自由化の圧力から彼らを保

(

護することを容認する｡ 筆者は, 第一の

の問題がある書物だが,

は競争条件の平等を志向し, 第三の

は

競争による結果の平等, もしくはその不平等

年) は歴史的正確さの点ではいくつも
年代の個人的な

貧困体験を国民的トラウマに変える上では決
定的な意味を持った｡ さらに 飢餓の 年代
は, 穀物法廃止とその後の歴史を地主貴族支

) 服部 自由と保護 前掲, 第８章 ｢経済的衰
退と公正貿易｣ をみよ｡
) 最近では, ジョセフ・スティグリッツらのよ
うに, 自由な貿易と公正な貿易との両立を志向
して, 先進国の非関税障壁の撤廃と, 途上国が
自由貿易の利益に与るための公正な機会の提供
とを実現するための, 国際的制度改革を主張す
る動きがあることも, われわれの知る所である｡

ジョセフ・スティグリッツ, アンドリュー・チ
ャールトン フェアトレード
格差を生まな
い経済システム (浦田秀次郎監訳・高遠裕子
訳, 日本経済新聞出版社,
年)

配からの国民大衆解放の, そして生活水準向
上の歴史として描いた )｡ そこでは, 中産階
級の自由貿易論者とチャーティズムに集結し
た労働者との対立は消去されている｡ この意
味で

飢餓の

年代

は歴史的な記憶である

とともに, 選択的な記憶喪失でもあったので
ある｡

) 服部 穀物法論争 (昭和堂,
年) 第７
章 ｢穀物法廃止後の穀物法論争｣, 服部 ｢穀物
法論争と ｢飢餓の四十年代｣｣ (松村昌家他編
帝国社会の諸相 研究社出版,
年, 所収)
をみよ｡
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された｡ アメリカは, 保護主義がもたらす抑

労働組合, 友愛組合の社会的自立の歴史と重

えの効かない物質万能主義の見本とされた )｡

ね合わされた｡

万人が

関税は ｢トラストの母｣, ｢独占の乳母｣ と見

非営利小売協同組合に所属し, 第一次大戦時

世紀初頭には,

なされた｡ 反対に自由貿易は, 物質主義の行

にはそれは

き過ぎを抑え, 政治の清廉さを維持し, さら

万人を超える一大市民団体と

なった｡ しかも協同組合は選挙権から排除さ

に進んで自らを利己的物質主義から絶縁した,

れていた女性を家庭での孤立から救い出し,

｢より全般的な道徳向上運動 (

社会生活に結び付ける役割を果たした｡
年総選挙時には, 女性共同ギルド (

)｣ の本陣として理解さ
れた｡

) は最大の独立女性組織

さて一般には, 自由貿易は市場経済以前の

であった｡ さらに協同組合とコブデン・クラ

モラル・エコノミーに取って代わって, 近代

ブ (

的な市場の経済学を打ち建て, 物質万能主義

＝当時最大の, また

もっとも活発な自由貿易団体) やユニオニス

に道を開いたと主張される｡ だが

世紀初頭

ト自由食料同盟 (

のイギリス自由貿易論者は, 一方でアメリカ

) との協力も行われた｡ ヴィクトリ

の億万長者ロックフェラーやカーネギーに象

ア期における非政治的で貞淑な女性像を脱し

徴されるトラスト商人とは自らを明確に区別

て, 今や女性は ｢国民の主婦｣, ｢家計の金庫

し, 他方で自由貿易による ｢公正な利潤

番｣, ｢国民の大購買者｣ としての役割を与え

(

られ, ｢選挙権を持たない女性の食料に対す

して, 自らの ｢高い道徳的価値｣ を強調した｡

る課税賦課という不正｣ (

自由貿易は, 自身が巨大な財産を創造し, 社

) と闘った｡

)｣ という観念を引き合いに出

こうして家庭生活は自由貿易と関税改革が合

会的不平等, 帝国主義的搾取を生み出す役割

い闘う戦場となった｡ それにあわせて自由貿

を果たしているという現実を隠蔽し, アメリ

易団体の宣伝活動は,

世紀初頭の文明世界

カの物質万能資本主義を批判し, 自らの道徳

イギリスの淵に沈む, 貧民の家庭生活の窮状

性を高調することによって, 自らに ｢ヒュー

に焦点を当てた

マンな容貌｣ を与えることに成功した｡ どう

当時の自由貿易の下で貧

困が存在したにもかかわらずである｡ そこで

して成功することができたのか？

は安価なパンと一塊の砂糖が象徴的存在とな
った｡ 食料関税は, 窮状をさらに悪化させて,
国民を文明から野蛮に向かわせるものとされ
た｡ ｢保護は家庭生活, 道徳, 市民社会の根
底を掘り崩す｣ (

) ものとされた｡ 逆に,

自由貿易は政党政治の争点というよりは ｢モ
ラル｣ となった｡
政界においても, 関税改革提案によって下
院が個別利害の主張と内部抗争の場に変容さ

) マーシャル ｢国際貿易の財政政策に関する覚
え書 (
年)｣ から次の言葉を引用しておく｡
｢保護政策は複雑になるほど腐敗し, さらに政
治全般をも腐敗させがちであった｡ 全体として
みれば, このような道徳上の弊害 (
)
は, 当時のアメリカの発展段階において 保護
政策から アメリカの産業が得る可能性があっ
たどんな小さな純利益よりも, はるかに大きな
ものであると私は考えた｣ (

せられ, その結果政府の力の弱体化が生ずる
ことが懸念された｡ この場合, 保護主義はア
メリカにおけるロビー活動に象徴されるよう
に, 物質主義の行き過ぎをもたらし, ｢政治
の清廉さ (

)｣ を破壊するものと理解

(

)

服部正治・藤原新訳 ｢国際貿易の財政
政策に関する覚え書 (中)｣ 立教経済学研究
巻３号,
年,
ページ)｡

｢自由貿易国民｣ の興隆と解体 (上)

その鍵はパブリック・インタレストとして
の, また国民的インタレストとしての消費者

付の安価な砂糖を買う消費者の権利を強力に
主張したのは他ならぬ自由貿易論者であった｡

という理念, 簡単には ｢市民−消費者 (
)｣ 理念の創出であった｡ この ｢市

６.

世紀初頭の自由貿易運動は, 現代のフ

民−消費者｣ とは, 物質的関心とともに, 道

ェア・トレイド運動と同様の大衆的な熱情を

徳的関心

もち, そして大衆の支持を獲得するためのプ

公衆道徳, 社会正義, 市民意識

をも抱く存在であった｡

世紀末ロンド

ロパガンダの手法に長けた, 組織化された運

ンにおける, 第一生活必需財としての水供給

動であった｡

問題 (品質, 価格, 供給体制, 料金徴収体制)

価格上昇率が名目賃金率上昇より大きく, 実

を巡る闘いにおいて, 単なる水の利用者から

質賃金低下という背景があったことを理解し

脱して, 市民の権利と公的コントロールを要

ておく必要がある｡ ここでの自由貿易運動は,

求する ｢市民−消費者｣ 理念成立の道筋の一

大衆教育とそのための手段としてのエンター

端を見ることができる )｡ 自由貿易は

世紀

テインメントの積極的活用を特徴とした｡ 特

初頭においてこうした消費者理念の創造に成

にパンは文化, 社会, 国民的アイデンティテ

功した｡ この場合の ｢市民−消費者｣ は, 無

ィという社会全体の状況を象徴するものとな

制限の選択と快楽を追求する消費者ではなく

った｡ 自由貿易の下での大きいパン

保護

て, ｢自立性, 公衆道徳, 社会的責任｣ を有

の下での小さいパンという宣伝は,

年総

するそれであった｡ 自由貿易論者は, パンと

選挙の時に多用されて大きな成果をあげたが,

砂糖を中心とする必需品に焦点を当てること

年総選挙に際しては, 食料

年にかけてパンの価格が上昇すると,

で, 食料関税の犠牲者としての貧民, 女性,

自由貿易論者は量から質に焦点を移した｡ す

子供を政治の世界に登場させ, そして自由貿

なわち, 白い小麦パン＝自由貿易国イギリス

易が彼らに ｢公正な価格｣ を保証すると訴え

の文明生活

た｡ なお砂糖は

世紀後半以降消費量が急増

ドイツの野蛮な生活, という図式的な宣伝で

世紀初めにはイギリスでの１人当たり

ある｡ そしてここにドイツでの馬肉ソーセー

の消費量はフランス, ドイツの３倍に達して

ジと犬肉消費が加えられた｡ 当時のイギリス

し,
いた

)

砂糖は ｢幼児の初めての楽しみ

であり, 老齢者の最後の癒しであった｣ (
)｡

年のブラッセル砂糖協定での補助

金付砂糖輸出の制限に反対して, 輸出補助金

黒いライ麦パン＝保護主義国

の平均的労働者はドイツの事情についてはほ
とんど知識がなかった｡ ドイツへの実情視察
が行われ, 例えば労働党指導者ラムゼイ・マ
クドナルド (

) は,

年にデュセルドルフ等を視察し, ｢馬肉,
) ロンドン水道供給問題を巡る ｢市民−消費者｣
理念成立の道筋については, ⑭−１が詳しい｡
) マーシャル 経済学原理 から次の言葉を引
用しておく｡ ｢少し前まで砂糖はこの種の ＝
価格変化が需要に大きな変化をもたらす 商品
に属していた｡ しかし, イギリスでは今日砂糖
の価格は, 労働者階級にとってさえも相対的に
低廉な水準にまで低下しており, したがってそ
れに対する需要は弾力的ではない｣ (
１
永澤越郎訳 経済学原理 第１
分冊, 岩波ブックセンター信山社,
ページ)｡

犬肉, 黒パンの話は完全に本当だ｣ (

)

と報告した｡ 関税改革論者は, 黒パンは飢餓
に瀕した食料を意味するのではなくて固有の
食文化を表すものであり, 栄養的にも白パン
に劣らない, また馬肉, 犬肉消費も地域文化
を反映するものであり, 保護主義と関係はな
いと反論したが ), 自由貿易キャンペーンが

) 関税改革論者の著作から次の言葉を引用して
おく｡ ｢ 大きいパンと小さいパン , 貧民の食
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勝利した )｡ ヴィクトリア時代の動物虐待反
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年

対運動の記憶も大きかった｡ 大衆意識のレベ
ルでは, イギリスの食生活が文明の基準とさ

料への課税 , ドイツの黒パンと馬肉 といっ
た馬鹿げた作り話やその他の選挙向けのペテン
…の仮面が されている｣ (
)｡
) イギリスの食生活の歴史において,
年の一世紀は ｢小麦パンの時代｣ と呼ばれてい
る｡ この
年間に人口は約３倍に増え, 小麦
パン消費量は４倍以上になったと推定される
(
また服部 ｢穀物
自由貿易の経済思想｣, 西沢・服部・栗田編
経済政策思想史 有斐閣,
年, 所収, ま
た服部 ｢ヨーロッパにおける飢餓
｢飢餓の
年代｣ をめぐって｣, 丸井英二編 飢餓 ド
メス出版,
年, 所収, をみよ)｡ １人当た
りの小麦パン消費量についてはさまざまな資料
が残されているが,
年の農村労働者調査で
は, 大人１人当たり１日の平均パン消費量を約
ｇとしている｡ これは,
世紀中葉にイギ
リス国民１人当たりの小麦消費量の推定値とし
て用いられる年１クォーターの約２倍弱にあた
る｡ あるイギリス食物史家は, この調査にふれ
てこう書いている｡ パン屋に焼いてもらうため
に小麦粉を購入する場合には, ほとんどあらゆ
る所で ｢２等級｣ と呼ばれる白小麦粉が選ばれ
た｡ 白いパンはバターがなくても味が良いし,
消化も良かった｡ この調査をした人物は, 白い
パンの消費を, 食物のコストと栄養との両面か
ら ｢健全なエコノミーの原理｣ に適っていると
擁護した (

れ, 外国の食習慣はそれから外れた野蛮なも
のとされた｡ それに自由貿易対保護主義が結
び付けられて, 関税が根本的に異なった文化
をもたらす原因とされてしまった｡ もっとも
典型的なドイツに対する野蛮攻撃を行ったの
が, ロイド・ジョージ (

) だ

った｡ 彼はドイツのような保護関税を導入す
れば, ドイツの低賃金, ドイツの軍国主義,
ドイツのソーセージをわれわれは甘受しなけ
ればならない, と扇動的な演説をした｡
こうした大衆意識を植え付けるために, 自
由貿易陣営は大量のリーフレットやビラを配
布し, 全国各地で集会を組織した｡ 自由貿易
連合 (
は

回,

) は
年には

回,

年には

回以上の集会を行った｡ 関税改革同盟 (
) も同様の対抗的宣
伝を行ったが, 自由貿易陣営のそれが上回っ
た｡ 大量のビラと集会が新しい政治運動のあ
り方を生み出した｡ 娯楽を通じた大衆教育が
行われた｡ 政治は, 専門家や権威者に依存す
るよりも, ますます大衆の支持に左右される
ようなった｡ こうした大衆政治の時代に合わ
せて, 大衆支持獲得のためのマーケティング
手法の開発が進んだ｡ その一例が, 自由貿易
連合の補助組織である
(

), と｡
人々の白いパンに対する憧れ・欲求は, 時代
を溯ればさらに強かった｡ ｢小麦パンの時代｣
の直前,
年の小麦不作の年にも, 麸の入っ
た濃い色のパンを人々は貧しさと結び付けて嫌
がった｡ ｢人々は真っ白なパンが欲しかったの
だ｡ …／白パンはジェントルマンのものだが,
黒パンはヨーマンの食べ物で, それを食べる者
は社会的に劣ることを意味していた｣ (
ビー・ウィル
ソン 食品偽装の歴史 高儀進訳, 白水社,
年,
ページ｡ 訳文は一部変更)｡ こうし
た状況は 世紀にまで持ち越されたわけである｡

年に

だった｡

)

は知識豊富な演説者, 組織

者集団を抱え, 大学のエクステンション・プ
ログラムに模した自由貿易大衆大学さえ構想
していた｡ また特にビーチ・リゾートでの集
会が重視され,

年夏には全国で

上の集会がビーチで行われ, 約

回以

万人が参

加した｡ 全国各地の都市, タウン, ビーチで
の集会の規模と頻度は, 反穀物法同盟時代の
集会の比ではなかった｡ そこでは, パンフレ
ットの活字や経済学者の理論よりも演説者の
(たとえば, 飢餓の

年代を体験したり, ド

｢自由貿易国民｣ の興隆と解体 (上)

イツの実情の視察体験を持つ) 事情に通じた

ア・キャンペーンというべきものであった｡

実際的知識のほうがはるかに重要だった｡ ま

ランタン・ショウ, スライド, 漫画, カラー

た, 議論は家庭生活の日々の現実を巡るもの

ポスター, ポストカードが活用され, 複雑な

となったから, 女性講師も大きな役割を演じ

現実をシンプルに表現し大衆の理解を助けた

た｡ さらに新たな情報宣伝活動として自由貿
易ショップが全国

箇所で設置され, さま

ざまな日用品 (ミシン, 洗濯機, カーペット,

自由貿易国民

には, 当時のカラーポ

スターや写真が多数再録されている｡
トレントマンの判断では, こうした大衆運

刃物類など) の展示で大衆を集めた｡ そこで

動の活性化がなければ,

はアメリカ中産階級の女性たちが, 帽子の留

守党が勝利したはずだった｡ 自由貿易は, 新

めピン, レースのカラー, 絹のランジェリー

しい宣伝活動による大衆のパッションへの訴

への関税を嘆いていることも知らされた｡ も

えかけによって, 生き延びたのであった｡

うひとつの宣伝活動は最初のマルチ・メディ

年総選挙では保

未完

