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フランス革命初期における穀物の密輸出について

佐藤真紀

はじめに

憲法制定国民議会は1789年 8月29日の法令1)によって，フランス国内における穀物流通の

自由を宣言した。当時の重農主義的な思想から始められたこの政策は，穀物の供給および価

格の安定を生み出すはずであった。しかし実際には，各地でその価格高騰が生じることにな

り，このことで，都市や農村に住む大衆は不安や不満を抱えることになった九この不安や

不満は，身近な「不正」に対する告発となってあらわれることが多かった。そしてこのとき

大衆が，1"不正」すなわち直接の攻撃対象として頻繁に言及したもののひとつに穀物の密輸

出があげられる。例えば1791年12月10日立法議会において，農・商業委員会の代表として報

告を行ったモネロン Mosneronは，圏内各地から寄せられた苦情の主題としてまず第一に，

「麦や穀粉を必要としている植民地および王国内各地にそれらを海路で搬出するという口実

で行われている，外国への持ち出し」をあげている九先の 8月29日の法令は穀物の輸出を

当面のところ禁止していたが，にもかかわらず各地からの文書によればこれが，国内流通の

自由に乗じて密かに行われているというのである。

本稿では謎の多いこの密輸出について，北海沿岸の港町夕、ンケノレク Dunkerque市を例と

して扱い，ごくささやかではあるが若干の考察を試みてみたい。

l ダンケルク市の「労働者住民」からの告発

1790年中に作成されたと考えられている「ダンケルク上区と下区に住む労働者住民たちが

市長ならび助役にあてた建白書 Adressedes habitants ouvriers de la haute et basse ville de 

Dunkerque aux maire et officiers municipauxJでは次のようなことが述べられている。

「一…私たちが， 1789年のときのように我慢するだろうとおそらくあなたがたは思ってい

る。最も大切な食糧[穀物]がボルドー Bordeauxその他の国内地域向けという名目で輸出

されそのことで，私たちが窮地に追い込まれても黙ってみているだろうと，思っている。そ

して現に私たちは近隣諸都市の人々とともに，そのような極限状態におかれている。私たち

はあのドゥヴアンク Devinck，シヨエル Schoel， ドゥニ Denis[いずれも仲買商 negociant

の名前]といった秩序壊乱者それに，あなたがたに商売を保護・援助してもらっているその

他大勢の者たちとが使っている手練手管を知っています一…」叫。

そしてこのような「不正」に対する憎悪が，実力行使となって表出することもあった。ダ
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ンケルク市とその周辺地域では1790年から毎年，穀物をめぐる騒援が発生する ようになった。

そしてその中で最も大規模であったのが， 1792年 2月13・14日のダ、ンケノレク市内での暴動で

ある。このとき群衆は，輸送中穀物の没収や仲買商の家を略奪し，さらに港の船舶に積載さ

れていた穀物の荷降ろしを市当局に要求してこれを実施させた九

他方で，暴動の鎮圧にあたった正規軍将校のジラノレド ンGirardonとL、う人物は， 友人に

あてた手紙のなかで次のように語っている。

15， 6か月前から麦が，ボルドーへの発送品として [運河上を]平底船で運ばれていた。

これらの輸送船の群れのせいで神経を擦り減らした民衆は，その流れを止めにきた。彼らは

飢僅が仕組まれている，麦は外国に行くなどといっていた……」引

またノ ーノレ県もこのタ ンケルクの事件を報告する際，内務大臣 ministrede I'int邑rieurカ

イエ ・ドゥ ・ジェルヴイノレ Cahierde Gerville ~こ対し以下のように述べている。

「民衆はー…港から出てゆく麦が全て，食糧不足の他県に住む同胞市民が現在直面してい

る必要をまかなうためのものであるとは信じることができませんJ7)。

以上の二つの叙述から民衆が，麦の行く先は外国であると思っていたことを確認できる。

従って，運河上の平底船を止めたり船舶からの荷降ろしを要求したのは，麦の国外流出を防

ぐためで、あったのだろう。つまりこの暴動における群衆の主な目的は，穀物の密輸出を阻止

することだったのである。

しかし今一度，密輸出は本当にあったのだろうかと問い直してみなければならない。とい

うのも次のような史料をみると，民衆の確信に大きな疑問を感じざるをえないからである。

2 南部諸県からの苦情

1792年 2月13・14日の最も危険な状態を脱した後も夕、ンケルク市では不穏な状態が続いた。

秩序回復は大幅に遅れ，このため当市とその周辺地域の穀物流通はその後もほとんど機能し

なかった。そしてこのような状況から，穀物の到着が遅れているという苦情の声があがる よ

うになるのであるが，それは南部諸県の商人および行政当局からのものであった。そのなか

の二つを以下に紹介する。

1792年 3月31日パイヨンヌ Bayonne市当局が税務大臣 ministredes contributions publi-

quesクラヴィエール Clavi色reにあてた書簡で‘は次のようなことが述べられている。

「私たちの町は，住民の食糧として必要な穀物を用意するために他地域とやりとりをしな

ければなりませんでした。この目的のために市の総評議会によって選任されたある部局が昨

年 9月，ダ ンケルクの仲買商オ ーギュスタン ・ドゥノレラン AugustinDourlen氏に[重量]

1500から1600ラジエーノレで[質量]4000キンタル程の小麦の買い付けを注文しました。

1月25日，前述のド ヮルラン氏によって， トマ ・コリ ThomasCorrie船長率いる船舶ボ
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ンヌフォワ Bonne-foi号が，その時すでに購入されていた1600キンタルの小麦を私たちの

町に運ぶためチャ ーターされました。そ して先の 2月にダンケルクで起きた蜂起の際この船

には， 512ラジエールが積まれていました。また[運河上の]何般かのベラン ドルb邑landre

すなわち小船にも，コリ船長の貨物と して麦が積まれていました。

それらのベランドノレにあった穀物は差し押さえられ，強奪されてしまいました。そしてド

ウルラン氏は，どんなことをしてでも相手の信じやすさを利用して煽そうと企んでいる悪者

たちによ っておそらくは煽られていたのであろう民衆の激昂から逃れるために，ムナ ン

Meninに逃亡することを余儀なくされま した。

ドゥルラン氏はダンケルクの自宅に戻った後，コリ船長の積荷を補充しよ うとしましたが，

無駄でした。いつでも蜂起するつもりのそしてまた，ダンケノレク市当局の弱さ故に何やら大

胆な気持ちになっている民衆たちはドゥルラン氏に，私たちの町へ向けて始められていた発

送作業を完了させませんでした。彼は同月20日付の手紙を[パイヨンヌ市当局の]部局に書

き送りそのなかで，ダンケノレク市当局がし、くつもの船舶にすでに積まれている穀物の荷降ろ

しを要求しているとさえいっています。コ リ船長はドヮルラン氏に対して，発送がもし遅れ

た場合のあらゆる出費と損害賠償について言明をしたうえで，即座に発送を行う よう何度も

働きかけをしています。

私たちの町の住民は生活してゆくための穀物を必要と しています。次の収穫はまだずっと

後のことです。ダンケルクに要請した救援物資が頼りなのです。すでに購入された穀物と，

発注分がこれから充たされるための資金とを，私たちはそこにもっているのです。あなたの

愛国心と公正さと断固とした態度によって，穀物の自由な流通に関する法を実施して下さる

ようにお願い致します。ダンケルク市当局にすぐ命令して， ドゥノレランから私たちへの[穀

物の]発送を保護させてください。ノ ーノレ県執行部は穀物流通についての法を実施させよう

としているのですが，ダンケルク市当局は全く逆の方針でいるようです。フランスの一部が

無駄な豊作にある一方で、，穀物不足の他地域が飢僅の惨禍にさらされるとし、う事態はあまり

にも残酷です。私たちには，この王国の他の市民すべてと同じく ，法の保護を受ける権利が

あります。その施行により ，いまダンケルクからの到着を待ちかねている穀物の発送が行わ

れることを私たちは要求します。もしこの期待が裏切られたなら私たちは，立法議会に損害

賠償を求めなければなりませんが，そんなことより ，最も痛ま しい不幸は，町の住民が生活

してゆくための穀物が欠乏するということでしょう。このよ うな状況による惨禍から町を救

うために，私たちはあなたのその高名な愛国心に対し以上のようなことを訴える次第ですJ81。

この文面からは，穀物を北部地域に発注したし、きさつやその方法を詳細に知ることができ

る。そして穀物の発送を阻むダンケルク市当局への非難の言葉が述べられている。またノミイ

ヨンヌ市当局は，穀物の自由な流通に関する法の実施を要求している。この流通の自由は通

説的な理解ではフソレジョワジーのためのものであったとみなされるのであるが，このときば

かりはパイヨンヌの貧しい住民もその実行を望んでいたので‘はないだろうか。 しかし何より

も大切なのはこの史料が，北部地域からの麦を心待ちにしていた南部の人々の存在を知ら し

めていることである。従って，少なくとも仲買商ドウノレランによるバイヨンヌ市とのこの取

引は，密輸出の名目として利用されたもので、はなかったということがわかるのである。
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さらに次の史料では，密輸出に対する疑惑そのものについてふれられている。これは，モ

ン トーパン Montauban市の仲買商フォンタネル Fontanelが内務大臣カイエ ・ドゥ ・ジェ

ノレヴィルに送った覚書のなかの一節である。

「昨年南部諸県の穀物の収穫は並以下でした。北部諸県，特に旧フランドノレおよびアルト

ワの両地方では 2年続けて大変な豊作でした。前者の諸県の行政団体は，迫りつつある飢笹

を防ごうと考え，次の収穫までに必要な食糧を北部から取り寄せる契約を，買占め人 ac-

capareur この言葉はよく使われますが意味はありません などではなく ，誠実で，その

分野の仕事に通じた仲買商たちと結びました。それらの仲買商には，注文を送る者も，また

自らそこ[北部]に赴くかあるいは代理人を派遣する者たちもいました。これらの発注は商

業の常である慎重さをもって行われました。つまり ，価格の著しい上昇を引き起こすことは

なかったので、す。これは，購入された食糧の総量が，この地方の余剰を充分に下まわってい

たことを示す最も確実な証拠です。

[しかし]悪意あるまたは事情をよく知らぬ者たちは，ノールおよびパ・ド ・カレ県の民

衆に，もし穀物を流出させるままにしておいたら自分たちは窮乏し続けるだろうと Lづ危倶

を抱かせるようなことをするのが好きでした。これらの諸県から南部諸県への物資の輸送は

海路によってのみ可能です。民衆は惑わされ，船積みされようとしている穀物は亡命貴族軍

への供給用で、あると信じ込むまでになってしまいました。そしておそらくは思い違いをした

国民議会のある議員がこのようなっくり話を演壇でしゃべり，民衆が錯乱し続けることに大

いに貢献したのです。この地方の行政諸国体自身もまた錯乱して，民衆を啓蒙あるいは抑制

するために何もしないばかりか，逆に反乱を許容しているかのようです。少なくとも，これ

[反乱]を防ぐためにも，解消させるためにも何もしなかったということにより，これら諸

国体は告発されえます・・・・・・J9)。

フォンタネノレの主張に従えば，南部地方から北部地域への穀物の買い付けは，大方の場合

良心的であったが，にもかかわらず一部の商人の疑惑を招くような行為によって，民衆は穀

物の行き先が亡命貴族のもとであると信じこむようになってしまったということになる。他

方でフォンタネルはこのような密輸出のうわさを「っくり話」つまり，実際には全くありえ

ないこととして扱っている。また先程のノくイヨンヌ市当局の書簡と同じようにこの覚書にお

いても，北部の地方行政は強く非難されている。

おわり に

それでは，穀物の密輸出に対する疑惑はすべて根拠のない妄想であったのであろうか。実

のところ，そのように判断することも大変危険なのである。というのもダンケルクでは，穀

物に限らない密輸行為全般に対してはスモグラージュ smogglageとL、ぅ独特の呼び名さえ

あり，いくつかの地方史研究においてこれが頻繁に行われていたことが指摘されているから

である i九例えばタンケルクの英雄で立法議会議員にもなったエムリ Emmeryも，晩年の

生計はとりわけ，大陸封鎖令下でのスモグラージュによってまかなっていたといわれる 11)。
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国家の統制とは掛け離れたところに取引の世界が存在したというべきであろうか。

また，ダンケノレク市当局が1792年 3月17日に地元選出の立法議会議員たちへ書 き送った書

簡によれば，近隣のホースブロック Hazelコrouckディストリクトが，夕、、ンケルク港を出た

穀物がイギリスで販売されていたという告発を行ったようである。 しかしながらこれに対し

てはダンケノレク市当局が，全面的な反論を行っている。例えば， ドゥヴァンクの荷を積んだ

船は，風による損傷を補修するためにプリマス Plimouthに寄港しただけであると Lづ。ま

たゴダール Gaudardとカイェ Cailliez父子(これらもダンケルクでおなじみの仲買商)の

荷の場合は，これもまた突風による損傷で、船が浸水し，一部の穀物が濡れてしまったため，

ファルマス Falmouthにおいて特例措置としてその販売が行われただけであると主張してい

るのである 12)。 ところが他方で，この書簡を自らが編集した史料集のなかで紹介しているジ

ヨノレジュ ・ルフェーヴノレは， 当局の弁明を言い訳として しかみておらず，むしろ逆に 「密輸

は可能だった」と L寸断定を行うための論拠としてこれを利用している 13)。我々もルフェー

ヴルにならって民衆の味方をするべきであろうか。

以上のように穀物の密輸出の真偽については不明なことが多いが，それでもあえてここで

結論を出してみるならば，密輸出はおそらく実際に行われもしたがしかし同時に，圏内向け

という名目の穀物取引すべてが密、輸出ではなかったのだという，甚だ暖昧な主張を述べるこ

としかて、きない。そして唯一明らかであるのはそれが，フランス革命初期の都市や農村に住

む大衆にとって，激しい憎悪の対象であったということだけなのである。
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