19世紀末から20世紀初頭における
ジュネーヴとサヴォワの家畜取引
尾

崎

麻弥子

はじめに
本稿の目的は,

世紀末から

世紀初頭までのスイスのジュネーヴと, フランスのサヴォワ

地方北部との間の家畜取引に関していくつかの史料をもとに検討することである｡
都市ジュネーヴは中世においては大市において商業的に繁栄し, 近世・近代においてはイン
ド更紗の捺染・時計の生産などで栄えた手工業都市であった｡ ジュネーヴはこうした遠隔地商
業に用いられる商業の流通・さらに金融を通してヨーロッパ内外に対して経済的な影響力をも
っていた｡
こうした都市に農産物を供給する後背地 (ヒンターラント) として, 近隣のヴォー地方, サ
ヴォワ地方, ジェクス地方があった｡
サヴォワ地方は,

世紀にサヴォワ伯領からサヴォワ公国へと昇格し,

年にサルデーニ

ャ王国となったが, その間の政治的支配者は ｢サヴォワ家｣ であった｡ サヴォワ家はたびたび
ジュネーヴ侵略の野望を抱き,
なったが失敗し, 翌年のサン

年にジュネーヴを奇襲するいわゆる ｢はしご作戦｣ をおこ
ジュリアン条約で正式な境界が確定した｡ サヴォワ地方は

年に南部がフランス革命勢力に併合されモン
年に併合されて

ブラン県となり, 北部はジュネーヴとともに

年までレマン県となった｡ ウィーン会議に伴う諸条約の際にサヴォワ地

方はサルデーニャ王国に復帰し, ジュネーヴはその後スイス盟約者団に参加した｡ またサヴォ
ワ地方はその後, イタリア統一をめぐるサルデーニャ王国の政策によりフランスに併合される
ことが決められ, 国民投票を経て

年にフランスに併合され, オート

サヴォワ県, サヴォ

１)

ワ県となった ｡
次に宗教について述べる｡ 都市国家ジュネーヴは宗教改革の受け入れ以来カルヴァン派プロ
テスタントの中心地であり, ヨーロッパ各地からプロテスタント系移入民が流入していた｡ サ
ヴォワ地方はそうした宗教改革の波を受けたが, カトリックのままとどまり, かつてジュネー
ヴにあった司教座はアヌシーへ移された｡ こうした意味で, ジュネーヴとサヴォワとの文化的
１) 拙稿 ｢

世紀におけるスイス・フランス国境地域のナショナル・アイデンティティと経済的実体｣

内田日出海・谷沢毅・松村岳志編

地域と越境― ｢共生｣ の社会経済史

春風社,

年,

ページ｡
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差異は宗教的な意味では非常に大きいといえる｡ しかし, その地の宗教がプロテスタントであ
るかカトリックであるかによって結果的に二つの国となったオランダとベルギーの例, また,
北部にプロテスタントが多く南部にカトリックが多いドイツなどの例と異なり, のちのスイス
連邦に属することになる諸地域のカトリックとプロテスタントの分布は非常に入り乱れてモザ
イク状になっている｡ このような状況の中で, 近隣地域の経済的な交流が宗教上な問題によっ
て妨げられることは, あまり現実的とは言えないものであったであろう２)｡ したがって, ジュ
ネーヴとサヴォワおよびジェクスとの間での商取引に際して宗教上の問題はそれほど大きくな
かったのではないかと考えられる｡
都市ジュネーヴの食糧問題に関する先行研究は,

世紀に関するものがほとんどであった３)｡

いずれの研究もある程度ジュネーヴの食糧需要の状況とサヴォワ地方を中心とした周辺地域か
らの食糧調達の実態について述べているが, 具体的な取引量などについては部分的なデータし
か残されていない｡ また,
４)

在しない ｡

世紀以降に関する食糧問題を主題とする詳細な研究はほとんど存

世紀のジュネーヴと北サヴォワの食糧需給問題に関しては,

年代に具体的

に免税での取引が開始されることになる ｢関税フリー・ゾーン｣ との関係において知ることが
できる５)｡ ｢関税フリー・ゾーン｣ とは, ジュネーヴ周辺のジェクスおよび北サヴォワに定め

２) 拙稿 ｢

世紀後半ジュネーヴ市の移入民における出身地・職業構成の転換と連続―アビタンの記録

と滞在許可証の分析を中心として｣

社会経済史学

巻２号,

年｡ そこで扱った事例では, 宗

教も言語も異なるドイツ語圏からジュネーヴに移住する移入民が多くみられた｡
３) 代表的なものは 〜 世紀ジュネーヴの穀物とパンの供給状況について検討した
(
)

および

〜

世紀の都市ジュネー

ヴとその郊外との経済的な関係について分析した
ま
た,

世紀のスイスフランス語圏とフランス東部との交易について検討した
などがある｡

４) また, サヴォワ地方の農業に関する研究は,
および

世紀に関しては

年の検地に関しての研究である

世紀に関しては
などがあるが, 史料・データ不足のため,

世紀までのサヴォワ

の農業の実態を把握するには不十分なものであった｡
５) 関税フリー・ゾーンに関する研究は,
(内田日出海・尾崎麻弥子共訳
昭和堂,

フランス・スイス国境の政治経済史―越境, 中立, フリー・ゾーン

年) がある｡ ギショネによる巻末の文献目録によると, フリー・ゾーンに関する書物は

同時代であった

世紀末から

世紀に数多く出版されたが, 歴史的な研究はあまり多くない｡ フリー

・ゾーンの制度に関する歴史的な研究としては内田日出海 ｢フランスのフリー・ゾーン ( )：制度的
展開｣,

成蹊大学経済学部論集

第

巻第１号,

ページ,

年がある｡
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世紀初頭におけるジュネーヴとサヴォワの家畜取引

られた免税地域で, その地域からは一次産品の十数品目 (食糧・燃料・建築材) がスイス６) に
免税で輸入されることが認められていた７)｡ すなわち, オート

サヴォワ県に存在したフリー
世紀末

・ゾーンとスイスとの農産物に関する取引についての分析をおこなうことによって,

世紀初頭における都市ジュネーヴと北サヴォワとの食糧需給関係についてある程度あき

から

らかにすることができる｡ しかし, 先行研究においては, 貿易の細かい実態についてはあまり
触れられておらず, 不明な点が多い｡
本稿では, まず, 都市ジュネーヴの拡大・都市化の進展と家畜需要について述べ, つぎに当
該時期のスイスとフランスとの関係について述べる｡ つぎにオート
ンからジュネーヴへの家畜供給の状態を

サヴォワのフリー・ゾー

年のアンケートを中心に考察する｡

１. ジュネーヴの拡大・都市化の進展と家畜需要
はじめに, カントン・ジュネーヴの成立の背景とその際に進展した都市化について述べる｡
年に

ウィーン会議後の領土変更を受けて飛び地の整理がおこなわれた｡ ジュネーヴには
フランスより, 現在のジュネーヴ郊外にあたるヴェルソワ, コレ
プレニー, ヴェルニエ, メイランの諸地域が割譲された｡
８)

カルージュ
プティ

ポシー, グラン

サコネ,

年にはサルデーニャ王国から,

を中心としたジュネーヴ周辺地域が割譲された｡ それに伴い, 従来市外であった

サコネの一部が接合され, 市街地も拡大した｡

都市ジュネーヴ・郊外合わせての人口は
人に達することとなる｡ 市内の人口は

年の
年の

増加した｡ 郊外の人口増加がもっとも多く

人から
人から

年の

人から

年には３倍近くの
年の

人にと２倍以上に

年には

倍近くの

人へと増加した｡ こうした人口増加は自然的なものではなく, スイスおよび外国からの流入が
主な原因であった｡

年にはカントン・ジュネーヴ内ではスイス国籍をもつものは

であったのに対して, 外国籍のものは

人

人であり, スイス人と外国人の割合がかなり近づ

６) そのほとんどはジュネーヴで消費された｡ 転売は厳しく制限されていた｡
７) ジュネーヴとその周辺における関税フリー・ゾーンは４段階に分けて設立された｡ はじめにウィーン
会議に引き続き,

年の第二次パリ条約により, ジュネーヴの北側のジェクス地方からスイスへの免

税での輸出を認める ｢ジェクス・ゾーン｣ が成立した｡

年に南側のサヴォワ地方 (当時サルデーニ

ャ王国領) で, カントン・ジュネーヴのごく隣接領域に ｢サルデーニャ・ゾーン｣ が成立した｡
にはサヴォワ地方北東部でスイスのカントン・ヴァレーとの境界線上に存在した ｢サン
・ゾーン｣ が成立した｡ さらに,
く北サヴォワ領域において ｢大ゾーン

年

ジャンゴルフ

年のサヴォワ地方のフランスへの併合を契機に, アヌシー郡を除
｣ (フランスへの併合の住民投票の際にこのゾーンの

成立が取りざたされたため ｢併合ゾーン｣ とも呼ばれる) という広大な関税免除領域が成立した｡ ただ
し, この ｢大ゾーン｣ をスイスが正式に認めたのは
ったのは

年のことであり, 本格的な免税での取引が始ま

年の二国間協定が結ばれてからのことである｡

８) サヴォワ公がジュネーヴに対抗して建設した小都市｡ 現在はカントン・ジュネーヴに属する｡
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人に対してカトリック系住民が

人と, カトリック

人口がプロテスタント人口を上回った｡ さらに, ジュネーヴの近隣地域であるアヌマス, サン
ジュリアンといった小都市のジュネーヴに対するベットタウン化が進行し, 人口増加がみら
れた｡
このような人口増加の背景にはジュネーヴの主要産業であった時計産業の進展, さらにそれ
以外の分野においても本格的な工業化の進展と第三次産業の成長, すなわち産業の高度化があ
ったと考えられる｡

年にはすでにカントン・ジュネーヴ内の第二次産業従事者の全人口に

対する割合第三次産業従事者は
年には第二次産業従事者が

％であり, すでに第二次産業従事者を上回っていた｡

％で, 第三次産業従事者が

％とさらに第二次・第三次産業

従事者の割合が高まっている｡
このように,

世紀末から

世紀初頭のジュネーヴにおいては, 都市化, 人口拡大, 産業の

高度化の急速な進展がみられた｡ このような都市の拡大と人口増加は当然のことながら, 食糧
需要の増加をもたらしたと考えられる｡
食糧需要を考えたときに第一に挙げられるのは穀物である｡ 通常ジュネーヴにはサヴォワ,
フランス, 北イタリア, 南ドイツなどの比較的近距離の諸地域から穀物の供給がおこなわれて
いた｡ しかしそれは収穫が良く地域の生産が都市の食糧需要を十分カバーできる場合において
であった｡ 凶作の際, または飢饉の際には, ジュネーヴ当局は北ドイツやアフリカなど遠方か
ら小麦を探さなければならなかった９)｡
肉および乳製品に関しては, サヴォワ, ジェクス, ヴォー, フリブールが主な供給地であっ
た｡
表１は,

年と

合計を比較すると

年のジュネーヴの屠場
年から

年までに

)

で屠畜された家畜の数である｡ 家畜の頭数の

倍にのびており, これは都市内の人口の拡大

倍に近いのび方となっているが, 山羊・羊などと比べて体重の多い成牛や豚の増加率が高
いことから, 都市内部に限定して考えれば, １人あたりの肉の消費量に関しても
ら

世紀初頭か

世紀初頭にかけて多少なりとも増加しているのではないかということが推察できる｡
９) 大川四郎・岡村民夫編

国際都市ジュネーヴの歴史―宗教・思想・政治・経済

昭和堂,

年,

ページ｡
) ジュネーヴ市はレマン湖とローヌ河を挟んで両岸に広がっていたが, 屠場は湖畔もしくは川沿いに
設置された｡

世紀にはローヌの中州であるイール (島の意) と呼ばれる地域に屠場があり, そのす

ぐそばに食肉の卸売り場が設置された｡

年にレマン湖畔に移された屠場は,

の西端に移転させられたが, 規模はずっと大きくなった｡ さらに
らほど近い郊外のジョンクションに移された｡
られた｡

〜

年に再びイール

年にローヌ河沿いで, 市街地か

世紀後半には郊外のカルージュにも小さな屠場が作

世紀を通じて, ジュネーヴの屠場は周辺地域より技術がすぐれているとみなされてお

り, その肉や皮がジュネーヴで消費される家畜のほとんどは生きたままジュネーヴへ運ばれていた｡

世紀末から

世紀初頭におけるジュネーヴとサヴォワの家畜取引

表１

ジュネーヴ市で屠畜された家畜の数 (頭)

家畜の種類
雄

年( )

年( )

( ) ( )

牛

去勢された雄牛
去勢されていない雄牛
牝

牛

子

牛

羊
山

羊

豚
子

羊

―

子山羊
合

計

(出典)：
より作成｡

屠畜されている品目としては子牛と羊が多いことがわかる )｡ こうした食生活に関しては,
年に初版が出版され

年までに

版を重ねた

上げられているメニューから窺うことができる｡

ジュネーヴの料理人

年版のレシピのメニューに登場した主要

な食材は牛肉 (８回), 子牛肉 (

回), 羊 (

回), 子羊 (４回), 豚 (

狩猟された鳥獣 (

回), 卵 (

回), 果物 (

回), 野菜 (

という書物に取り

回), 家禽 (

回),

回) であった｡ 家禽 (鶏, 鴨な

ど) および狩猟された鳥獣 (キジ, 鹿など) は複数の種類の動物を一つの項目としていること
を考えると, 単一の種類としては子牛肉の料理のバリエーションがとりわけ多いことがわか
る )｡
表１より

年から

年にかけての屠畜数の増加を品目別に比較してみると, 豚の消費が

非常にのびていることがわかる｡ 詳しくは後述するが,

年に豚に対する関税が引き上げら

れたことに対する豚肉販売業者の請願において, 豚が労働者階級によって消費される食物であ
ることが述べられている｡ 従って, 都市ジュネーヴにおける食肉の消費の中で, 中・上層ブル
ジョワジー向け商品の子牛, そして都市の拡大に伴い増加した労働者のための食材としての豚,
) 詳しくは後述するが, オート

サヴォワのフリー・ゾーンからスイスへ供給する羊は牛と比べてそ

れほど多いとはいえない｡ 一方, 実数ではオート・サヴォワからの輸入よりも少なかったが, ジェク
スからの家畜の輸入の中でもっとも多いのが羊であった｡ 詳しくは表３を参照｡
) ただしこの料理書は ｢やや凝った料理やブルジョワの食卓を目指そうとする若い女性のため｣ に特
に書かれたものであるとの断り書きがある｡ したがって一般庶民の食生活はより簡潔なものであった
のではないかと考えられる｡ 林正徳
全保障

農林統計協会,

年,

ジュネーブの食卓
ページ｡

ルソーの時代の食料・農業・農村と食料安
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という位置づけが存在していたのではないかと考えることができる｡ ただし, 卸売り価格をみ
るかぎりでは, 子牛と豚のキログラムあたり単価はあまり変わらなかった )｡ それでも, 牛と
豚の肉に関しては, 加工法・調理法の違いが存在したようである｡
ヨン

)

年から

年におけるニ

の農民に関する記述の中に, ｢豚はハムやベーコンにして食べるのが普通で, 焼いた肉

は特別の場合だけであった｡ (中略) 牛肉は贅沢品で, 中流以下の家庭では日曜日の夕食とか
お祭りの日のためのごちそうに肉屋で買うものであった｡｣
以上のように, 都市ジュネーヴは

)

という一節がみられる｡

世紀を通して領域・人口ともに拡大し, 食肉の需要も増

加した｡ そして都市で消費されていた食肉は牛, 豚, 羊であった｡ その中で, のちに確認する
とおり, 本論文対象時期における, 北サヴォワからの食糧調達の問題を考える上で重要な商品
であった子牛は, 伝統的に比較的多く消費されていたものであった｡

世紀においては凝った

料理のメニューのヴァリエーションが多く, 子牛はやや贅沢品およびブルジョワ階級向けの食
品であったことがわかり, その位置づけは

世紀に消費が拡大した, 加工され下層民向けの食

品として利用されていた豚とは異なっていた｡
ジュネーヴ市はレマン湖とローヌ川をはさんで両岸に広がっている｡ 屠畜場は通常湖畔もし
くは川沿いに設置されていた｡

世紀にはローヌ川の中州であるイールと呼ばれる地域に屠畜

場と食肉の即売場が設置されていた｡

年にレマン湖畔にいったん移された屠畜場は,

年にふたたびイールの西部へ移転したが, 新しくできたものは以前のものよりかなり大規模な
ものであった｡ さらに
に移された｡ また
〜

年にはローヌ川沿いの, 市街地からほど近い郊外のジョンクション

世紀後半には郊外のカルージュにも小さな屠畜場が作られた｡

世紀を通してジュネーヴの屠畜の技術は周辺地域よりも優れていると考えられており,

家畜の生産地で屠畜し皮や肉をジュネーヴまで運ぶよりも, 屠畜の技術, 価格, 新鮮さなどの
理由から生きたまま売却してジュネーヴで屠畜することが好まれていた｡
ュネーヴ市内 (

年と

年のジ

年に関してはジョンクション) で屠畜された家畜の数を比較すると, この

１世紀の間に都市の人口が約 倍になったのに応じて屠畜された家畜の数も増加していたこと
がわかる｡ はじめに

年の屠畜の数を見ると, 子牛および羊といった重量の軽い家畜が多か

ったことがわかる｡
ところで, ジュネーヴにおける食肉としての子牛と豚の以上のような需要状況, および, そ
)

年２月

一頭

〜

日のジュネーヴの市場においては
フランであった｡ 体重は豚も
(

以上の子牛一頭

〜

フランであり, 豚は

前後であったと考えられる｡
)

サヴォワの農民が購読する新聞にジュネーヴでの市場価格
が第一に明記されていることはサヴォワの農民においてジュネーヴが主要な市場であったことを示し
ている｡
) レマン湖沿いの小都市｡ カントン・ヴォーに属するがジュネーヴから近距離にある｡
) 林, 前掲書,

ページ｡

世紀末から
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れをどの程度外国に依存していたかということについては,

世紀末〜

世紀初頭に勃発した

スイス・フランス関税戦争とそれに伴う家畜および食肉に対する関税引き上げに対するジュネ
ーヴの食肉業者の反応を通してみることができる｡ 次節ではこの点について検討する｡

２. 1881年以降のスイスとフランスの関税と免税品
年代の不況局面を受けて, 大陸ヨーロッパ各国は高関税政策に転換し始めたが, その
最たるものといわれるフランスのメリーヌ関税導入とそれに対するスイスの報復関税により,
年から

年までスイスとフランスとの間で関税戦争がおこった｡ とくに高関税がかけら

れたのは工業製品であった

)

が, その他の製品も無関係ではなかった｡ しかし,

年にスイ

スとフランスとの間で一般関税率が定められた二国間協定においては, 従来の地域的な関係を
重視し, フリー・ゾーン産の特定の製品は免税とされることとなり, オート

サヴォワのフリ

ー・ゾーンからの免税品目が定められた｡
その協定によると, 免税で輸入できた品目は, 以下のようなものであった｡ ①

ヘクト

リットルまでのワイン (第一条), ②燃料・建築材など (タン皮, 燃料用木材, 木炭, おが屑,
建築用石材, タイル・レンガ, 石灰, 石膏) (第二条), ③農産物 (野菜, 果実, ジャガイモ,
穀物・菜種, フスマ, 藁・干草, 淡水魚, 生きたままのもしくは屠殺された家禽, 卵, 牛乳,
無塩バター) (第三条)｡
また, 第三条の補足として, これらの製品は ｢市場への (必需品) 供給｣ という性格のもの
でなければならないこと, 結果として ｢スイスへは売り手が直接輸送・運搬しなければならな
い｣ ことが指摘されている｡ また, ｢ジュネーヴの市場へ向けて供給される (上記第三条に記
されている) 食料品はフリー・ゾーンから出ることに対していかなる禁止の対象にもならない｣
と, こうした輸入産品は, あくまでスイス全体ではなくジュネーヴ市場の需要に応えるもので
あることが述べられている｡
その他, 輸入品目について以下のようなことが決められた｡ ①
５

までの蜂蜜の免税輸入が認められた｡ ②

年２月

日の法令により

世紀半ばに同様に主要な輸出産品であった皮

革製品 (半製品) は１ ４の関税｡ ③牛, 子牛, 豚については当初通常通りの関税が課された
が,

年４月

の牛最大 ,

日の連邦内閣の決定により ｢ジュネーヴ市場に向けられたもの｣ のみ食肉用

頭まで, 労働用の牛最大

以上の子牛最大

,

頭までそれぞれ１頭

頭まで１頭７フランの関税,

フランの関税に制定｡

以上の豚 ,

頭まで１頭５フランの

) スイスにおいて, フランス産の繊維製品 (完成品) や工業機械に対しては
けられていた｡ 農産物に関しては多くて２倍程度の関税引き上げであった｡
３

倍から

倍の関税がか
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関税で輸入されることとなった｡ ④工業製品は免税品目に入らない｡
上記のように, 免税品の種類はかなり偏ったものであり, 建築材の加工品を除けば, 一次産
品が中心であった｡

３. 食肉に関する協定と食肉関連業者・当局の反応
上記のように,

年にスイスとフランスの間で結ばれた二国間協定に基づく一般関税率に

おいては, フランスからスイスに家畜が輸入される際の関税は, 体重

以上の生きた子牛

)

フラン , 豚に対しては１頭８フランであった｡ スイス製品に対する関税引き

に対して１頭
上げを決定した

年１月

連邦法令でフランスおよびフランス植民地産の製品約

年１月１日) が定められた ｡ フランス産家畜に関する関税は
)

牛 には１頭

フラン, 豚に対しては１頭

これに対して,

年１月

日の

品目に関する関税引き上げ (実施は

)

翌

年 月

日のフランスの法律を受けて, スイス側では,

以上の生きた子

フランへと引き上げられた｡

日に, ジュネーヴ牛肉・羊肉販売業者協会による請願が連邦内

閣閣僚に出された｡ そこでは ｢ジュネーヴとカルージュにおいて年間約
されている｡ そのうちスイス産のものは

頭のみで,

頭の子牛が屠畜

頭が外国から輸入されている｡

子牛はジュネーヴで消費される食物のうち, もっとも需要があるものである (下線引用者)｡｣
と記され,

以上の子牛に対する関税は一般関税の１頭

)

フランに戻すよう要求された )｡

販売業者の請願であるので子牛の重要性について誇張しがちであるということも考えられるが,
この内容は,

年の時点においてはジュネーヴ住民の食糧として, 子牛が一定の重要性をも

っていたことを示し, また, その供給元のほとんどが外国

)

であり, 外国への依存度が高かっ

たことを具体的に示している｡

)

年以降スイス, イタリア, フランス, ベルギーの４カ国は ｢ラテン通貨同盟｣ を結んでおり,

スイスフランとフランスフランの通貨価値は全く同じである｡ ここでは単に ｢フラン｣ と記す｡
) この連邦法令には, ジェクス地方に関する特別条項があったが, オート

サヴォワに対する特別条

項はなかった｡
) 本稿対象時期のスイスおよびフランスにおいて, 子牛は一級品と二級品に分けられ, 一級品が一頭
以上の太った子牛, 二級品が一頭

未満の子牛であった｡ 次項以降, スイスとフランスとの

輸出入に関する記録などほとんどの史料においてこの体重による分類が使用されている｡
)
) また, 同史料で ｢肉に対する輸入税は生きた牛にたいしてよりもずっと安いため,

年から商人

たちは国境の向こう側で屠畜するようになった｡ それらの地域での屠畜は不完全で衛生的な問題があ
る｡｣ と屠畜の技術の問題に関しても指摘している｡
) 詳しくは次節で確認するが, ここの ｢外国｣ とは実際にはそのほとんどが北サヴォワであった｡

世紀末から
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日に豚肉販売業者協会も, 関税引き上げに関して連邦内閣閣僚に対する

請願をおこなった｡ その請願では, ジュネーヴやヌシャテルなどの国境都市の食肉用家畜に関
する状況の理解が要請され, 豚の関税を

年の一般関税の１頭８フランとしてほしいという

ことが要求された｡ その根拠としては次のように述べられている｡ ｢豚は現在労働者階級まで
もが消費する, 牛よりもさらに重要な食糧となっている｡ (中略) 引き上げられた関税では豚
フランであるが, これは去勢された牛の１頭

は１頭

体重から計算すると牛は１
からである｡｣

)

フランと比べて圧倒的に不利である｡

サンチームであるのに対して, 豚は１

サンチームとなる

この請願からは, 牛肉との対比で豚肉の重要性が指摘されていること, 拡大し

た都市の民衆向け食糧として豚肉が位置づけられていることが確認される｡ しかし, 牛・羊肉
販売業者の請願の子牛に関する文章と比較すると, 豚の供給が外国に依存していたことを示す
直接的な表現が少ない｡ すでに述べたように豚は飼育が比較的容易でさまざまな地域から購入
することが可能であったため, 子牛のケースと比較すると特定地域に対する依存度は低かった
のではないかと考えることができる｡
つぎに, 上記のような請願に対するジュネーヴ市当局およびスイス連邦政府の対応をみるこ
とによって, ジュネーヴ市およびスイス連邦政府がジュネーヴと北サヴォワおよびジェクスと
の家畜取引に対してどのような考えをもっていたか, について検討する｡
年の１月

日にジュネーヴ食肉 (牛肉・羊肉) 販売業者協会から連邦内閣閣僚に向けて

の請願があった｡ その内容は, ｢ジュネーヴおよびカルージュにおいて, 年間約
牛が屠畜されている｡ その中でスイス産のものは

頭のみで,

頭の子

頭が外国から輸入され

ている｡ 子牛はジュネーヴで消費される食物のうち, もっとも需要があるものである｡ (中略)
肉に対する輸入税は生きた牛に対してよりもずっと安くなるため,

年１月１日より, 商人

たちは国境の向こうで屠畜せざるを得なくなった｡ しかし, かの地域での屠畜は不十分な内容
で, 衛生的に問題がある｣ というものであった｡ そして,
と同じ１頭
また,

㎏以上の子牛の関税を一般関税率

フランに戻すよう要求した｡
年１月

日には豚肉販売業者協会も, 連邦内閣閣僚に対して, 次のような請願を

おこなった｡ ｢関税引き上げに関して, ジュネーヴおよびヌシャテルなどの国境に存在する都
市の, 食肉用家畜の状況を考慮していただきたい｡ 豚に対する完全が増加されたが, 豚は, 現
在, 労働者階級までもが消費する牛よりもさらに重要な食糧である｡ (中略) 増やされた関税
では豚１頭

フランとなっているが, これは去勢された牛の一頭

利である｡ 重さで計算すると牛は１

. サンチームであるのに対して, 豚は１

ムとなるからである｡ したがって, 豚の関税を
しい｣ という内容であった｡
)

フランと比べて圧倒的に不
サンチー

年の一般関税と同じ１頭８フランとしてほ
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両者に共通する部分は, 国境の向こう側からの肉の輸入が重要であること, および, 増税に
より大変被害を受けていること, いずれも

年の一般関税に戻すことを要請していることで

ある｡ また, 子牛に関しては新鮮さを重視し屠畜の問題を重視しているのに対して, 豚に関し
ては労働者の需要と安価さを保つことを重視しているという違いがある｡
この二つの要請を受けて, ジュネーヴ市当局は,

年１月

日にスイス連邦内閣に対して,

ジュネーヴの現状を考えると, 両者の請願はもっともであると思われるという手紙を送付した｡
さらに, ｢われわれの食糧を調達する地域はオート

サヴォワおよびジェクスであり,

年

月の連邦法令において, ジェクス地方については特別条項が存在するが, サヴォワについて
は何も触れられていない, ということを指摘し, これらの地域と関係が閉ざされてしまうこと
は我々の住民にとって深刻な結果をもたらすであろう｣ と述べた｡
それに対しスイス連邦内閣はジュネーヴに対して, ｢不便であるのはジュネーヴとフリー・
ゾーンに限られたものではない｡ この状況は不幸なことにスイス国家には責任のない政治経済
的事情の結果である｡ スイス連邦内閣はフランスとの間のかつての良い関係を回復するよう努
力する｣ と回答した｡ ただし, ｢ジェクスおよびオート

サヴォワとジュネーヴとの特殊な事

情については改めて考慮することを約束する｣ という内容が付け加えられていた｡ ジュネーヴ
の地方新聞である

トリビューン・ド・ジュネーヴ

は

年２月

日の記事において, この

内容を, 一方では請願に対して否定的な回答をし増加された関税を維持するのに対し, 他方で
ゾーンの新たな関係の構築を約束をしたという意味で, ｢二重の解決策

｣ と

評価した｡
この ｢ゾーンとの関係の見直し｣ は
スおよびオート

年５月９日のスイス連邦内閣法令において, ジェク

サヴォワとの貿易における一部の製品に関する,

の内容の修正ということで実現された｡ ｢オート
おいて, 以下の数量内に限っては,

年

月の連邦内閣法令

サヴォワのフリー・ゾーンとの家畜取引に

年の一般関税率を適用する｣ ということが決定され,

数量制限が表２のように定められた｡ さらに ｢このスイス連邦内閣法令においては, 以上のす
べての製品は県当局によってそれらが確かにオート

サヴォワもしくジェクス地方のフリー・

ゾーンで生産されたという原産地証明書を伴わなければならない｣ ), ということが定められ
ていた｡
この数量制限の数をみると,
示された

以上の子牛と

以上の子牛の数量が大変多いことがわかる｡ 数量制限に
未満の子牛の合計は

頭となり, この数字は, ジュネー

ヴの食肉 (牛肉・羊肉) 販売業者協会が請願のなかで記していたジュネーヴおよびカルージュ
での屠畜数 ｢年間
れほど多くはなかった｡
)

頭｣ の約

％を占めることになる｡ それに対して, 豚の数量制限はそ

世紀末から
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表２ 1893年５月のスイス連邦法令で定められた減税での家畜取引の数量制限および
オート=サヴォワのフリー・ゾーンからスイスへの1890 92年の取引の年平均 (頭)
家畜の種類

数量制限

オート

サヴォワのフリー・
ゾーンとの取引

去勢された雄牛
去勢されていない雄牛
牝

牛

若い雄牛
１才までの子牛以外の若い牛
１才までの子牛 (

以上)

１才までの子牛 (

未満)

豚
羊
山

羊

(出典)
より作成｡

ところで, 表１で確認した
してみると, オート

年のジュネーヴでの屠畜数と

年の取引量とを比較

サヴォワからの子牛の輸入量はジュネーヴでの屠畜数に非常に近いこと

がわかる｡ また, 豚に関しても,

年の取引量はオート

較的多く, ジュネーヴでの屠畜量と比較してもその
豚肉に関しては, 関税戦争以前はオート

サヴォワからの輸入量が比

％以上の割合を示している｡ すなわち,

サヴォワのフリー・ゾーンから調達がなされていた

が, 飼育が容易であることなどから他地域からの代替が容易であり, オート

サヴォワのフリ

ー・ゾーンからの調達が必ずしもそのまま継続しなくてもよいと判断されたのではないかと考
えられる｡
こうした数量制限の数字はどのように定められたのであろうか｡ 表２には,
年までの３年間の取引の１年分の平均

)

年から

が示されているが, ほとんどの家畜の数量制限の数字

が取引量よりわずかに少ないだけの値になっていることが確認される｡ そのため, オート

サ

ヴォワのフリー・ゾーンからの減税での輸入数量を決定する際には, 他の地域への転売を防ぎ
地域的な消費にとどめるために, それまでの取引量を参考としたのではないかと推測できる｡
ただし, 豚に関しては, すでにみたようにそれまでの取引量と比較してもかなり少ない数字が
定められていたことが改めて確認できる｡
以上のように, 都市ジュネーヴ内では確実に子牛・豚・羊などの食肉の需要があり, とくに
子牛と豚に関しては外国産の家畜に対する需要は大きかったため, 関税戦争と関税引き上げを
)
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受けて業者による請願があったことがわかった｡ そうした請願に対する政府の対応も非常にす
ばやくおこなわれ, 数量制限つきでの減税政策がおこなわれたが, その数量制限は, 豚を除い
ては前年までの取引量に非常に近い数値であり, それはジュネーヴでほぼ消費されていた量で
あったと考えることができる｡

４. 1890年から1892年の取引に関する考察
表３は, 表２で示した

年から

年までのオート

サヴォワのフリー・ゾーンとスイス

の家畜取引の１年あたりの平均に加えて, ジェクスのフリー・ゾーン, フリー・ゾーン全体,
およびフランス全体からのスイスへの家畜輸入量・額を示している｡ はじめに取引量をみると,
全体的にジェクスよりオート

サヴォワのフリー・ゾーンからの取引が多いことがわかる｡ ジ

ェクスから輸入される家畜は羊, 豚が多く, 牛に関してはオート

サヴォワからの輸入がほと

んどであった｡ また, どの地域からの輸入も１頭あたりの価格はほとんど同じであった｡
つぎに, フランスからの家畜のスイスへの輸入全体においてオート

サヴォワのフリー・ゾ

ーンからのものはどの程度の割合であるのかということをみてみると, 全体的にオート

サヴ

ォワのフリー・ゾーンからの家畜輸入はかなりのウェイトを占めていたことがわかる｡ なかで
も子牛に関しては,

以上の子牛

頭がオート

されており, これはフランス全体からの輸入量
に

サヴォワのフリー・ゾーンから輸入

頭の

％にあたる (表３を参照)｡ 同様

未満の子牛に関しても, フランス全体からの輸入量の

％がオート

サヴォワのフリ

ー・ゾーンからであり, 両者ともフランスのその他の地域からはほとんど輸入されていなかっ
たことがわかる｡ また, フリー・ゾーンからの免税および減税品は基本的にジュネーヴで消費
される品目に限られていたこと ), およびこれまで見てきたようなジュネーヴでの食肉の需要
の状況, 数量制限が設けられた理由などを鑑みると, フリー・ゾーンからスイスに輸入された
家畜のほとんどはジュネーヴで消費されていたと考えることができる｡ すなわち, 子牛に関し
てはフランスからスイスへ輸入された子牛のほとんどがジュネーヴで消費され, スイスの他の
地域にはほとんど運搬されなかったであろうことが推察できる｡
第二に,

年以降の実際の取引についてはどうであっただろうか｡ 関税戦争中の

年に関しては, 残念ながらフリー・ゾーンからの家畜の輸入量・額についての正確なデータは
残っていない｡ ただし, すでに見てきたように, 子牛に関しては,
スからの輸入量の中でフリー・ゾーンからのものが

％,

年においてフラン

％という割合を示していたことか

) 免税品に関しては ｢ジュネーヴで消費される｣ ことが協定で定められている｡

家畜に関する数量制限も同様の考え方からなされたものであると考えることができる｡

牛

合

計

(
より作成｡
(注) 価格の単位はフランである｡

(出典)

山

羊

羊

未満)

１才までの子牛 (

豚

以上)

１才までの子牛 (

１才までの子牛以外の若い牛

若い雄牛

牝

去勢されていない雄牛

去勢された雄牛

家畜の種類

表３

)

一頭あた
りの価格
頭

オート
数

総取引額

サヴォワ
頭

数

ジェクス
総取引額

頭

数

フリー
総取引額

ゾーン合計
一頭あた
りの価格

サヴォワ, ジェクス, フリー・ゾーン全体, フランス全体)

一頭あた
りの価格

1890 1892年の家畜取引の平均 (オート

頭

数

フランス全体
総取引額

世紀末から
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ら, フランスからスイスへのフリー・ゾーン以外の地域からの家畜に関する関税が引き上げら
れた時期においても, 新たにフランスの他地域がスイス市場に参入することはほとんどなかっ
たであろうと推察でき, それ故に

年から

年のフランスからスイスへの子牛の輸入量を

検討することによって, ある程度の傾向を把握することができると考えられる｡ スイス連邦関
税局の統計

)

によると,

以上の子牛は

年には

頭,

頭がフランスからスイスに輸入されていた｡

には

頭,

年には

向で推移している｡
の子牛は ,

頭,

年から

年には

年の平均値では

年

頭強の範囲内で徐々に減少し

てはいたが, ある程度の数を維持していたことがわかる｡ また,
年には

頭,

年に定められた免税での数量制限

頭であるため, だいたいそれよりわずかに少ない

が

年には

未満の子牛の輸入は

頭であり,

以上の子牛と同様の傾

以上の子牛は

頭で,

未満

頭と数量制限より若干多い数値であったが, このことからも, スイス フランス

関税戦争とそれに伴う家畜に対する増税が実際の取引に影響をおよぼしたことが推察できる｡
しかし, その一方で, 減少はそれほど大幅なものではなく, 依然としてかなりの量の子牛がオ
サヴォワのフリー・ゾーンからスイス, 実質的にはジュネーヴへと供給されていたとい

ート

うことができる｡
以上のように, 実際の取引量から考えても, スイス (ジュネーヴ) に対する北サヴォワから
の家畜輸出においては子牛が非常に重要な役割を果たしていたことがわかる｡ 一方, 豚につい
ては, 残念ながら
年から

年以降の北サヴォワのフリー・ゾーンからの輸入の実態が不明であるが,

年に関してはジェクスやフランスのその他の地域からの輸入も多かったことがわ

かる｡ また, 子牛の輸入量から類推して数量制限を大きく超える輸入はほとんどなかったので
はないかと考えると,

年以降は北サヴォワからジュネーヴへの豚の供給は激減したのでは

ないかと推測される )｡
このようなジュネーヴにおける家畜の需要と取引の状況は, 供給地の牧畜の状況と無関係で
はあり得ない｡ 特に北サヴォワからの供給の割合が高かった子牛に関しては, 北サヴォワにお
ける飼育状況がいかなるものであったかを検討する必要がある｡ 従って, 次節では, 北サヴォ
ワにおける牧畜, とりわけ牛の飼育の状況を中心に, 供給地における経済的背景とジュネーヴ
との取引がもたらした影響について検討する｡
世紀の北サヴォワにおける牧畜の状況については, 地域全体に関する市町村ごとのまとま
)

) 豚に関しては関税戦争当時の正確な取引量が不明であるが,
ゾーンからスイスへの

以上の豚の供給量は ,

頭であった｡

年のオート

サヴォワのフリー・

世紀末から

った統計はオート

世紀初頭におけるジュネーヴとサヴォワの家畜取引

サヴォワ県および各市町村の文書館や農業関係の資料室に保存されておら

世紀にならないと詳細なデータを参照することはできないとされていた｡ しかしオート

ず,

サヴォワ県文書館に保存されているフリー・ゾーン関連統計の中には,

年５月

ート サヴォワ県庁によるフリー・ゾーン内各市町村の家畜に対するアンケート
アンケートは各市町村長に対してなされ, その内容は,

)

日のオ

が存在する｡

年５月９日のスイス連邦内閣法令

によって数量制限つきで減税でのスイスへの輸入が認められた

種類の家畜それぞれは市町村

内で何頭飼育されていたか, および, スイスへ輸出するための証書を何枚希望するか, という
ものであった｡ この調査により, 飼育されていた家畜の実数と, そのうち最大限どのくらいの
割合でスイスへ輸出することが可能であったかということが明らかとなる｡ すでに述べたよう
に, ｢スイスへの輸出｣ といっても実態は都市ジュネーヴの住民が消費するためのものであっ
た｡ アンケートへの回答は５月末に各市町村からアヌシーのオート
た｡ 次節ではこの一次史料の分析を通じて, オート

サヴォワ県庁に返送され

サヴォワの牧畜の実態とジュネーヴとの

関係について検討を加える｡

５. 1893年のアンケートによる家畜数と証書数の特徴
表４〜表６は, 前節で述べたオート
との,

)

サヴォワ県のフリー・ゾーン内における３つの郡

ご

種類の家畜の頭数とスイスへ輸出するために要求された証書の数を示しており, また,

郡が保有する頭数に対する証書の数の割合を％で示している｡ 要求された証書の数をすべて合
計すると,

年のスイス連邦法令によって定められた数量制限を大幅に超えてしまう｡ また

子牛に関しては,

年にフランスからスイスへ輸出された子牛の数をもはるかに超えてしま

う｡ したがって, この数値は実際に輸出された数にはならないが, 少なくとも各市町村長がど
れだけの数をスイスへ輸出してもよいと考えていたかということを示していると考えられる｡
はじめに, 表４〜表６にみられるそれぞれの郡の家畜数について検討したい｡ オート

サヴ

ォワ県は県全体で盛んに牧畜が行われていたため, どの郡も比較的似たような家畜の構成にな
)

(

)

｡

) サルデーニャ王国時代には, 北サヴォワはジュヌヴォワ, シャブレ, フォシニーという３つの地域
が存在した｡ 北サヴォワがフランスのオート

サヴォワ県となってから当該領域は, それぞれ旧地域

の代表的な都市の名前を受けてジュヌヴォワ地域がサン

ジュリアン, アヌシーの２つの郡に, シャ

ブレ地域はトノン郡, フォシニー地域はボヌヴィル郡となり, ４つの郡に区分された｡ アヌシー郡の
一部は関税フリー・ゾーンに含まれず, サン
サン

ジュリアン郡はそのほとんどが

ジュリアン郡の一部の市町村もゾーン外となっていた｡

年に成立したサルデーニャ・ゾーンに含まれ, 基本的には

ジュネーヴの郊外としての性質をもつ｡ トノン郡はレマン湖半とその東側にある高地で形成され, 低
地では穀物やブドウの栽培, 耕地では果樹栽培や牧畜がおこなわれていた｡ ボヌヴィル郡はシャモニ
などの高山地帯を含み山岳地帯が多かったが, 一部の地域では時計部品の農村工業が発達した｡
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ジュリアン郡 (ジュヌヴォワ) における家畜の数と証書の数

家畜の種類

郡に存在する数 (頭)

証書要求数

割合 (％)

去勢された雄牛
去勢されていない雄牛
牝

牛

若い雄牛
１才までの子牛以外の若い家畜
１才までの子牛 (

以上)

１才までの子牛 (

未満)

豚 (

以上)

羊
山

羊

(注１) ゾーン外：アロンジエ, シリー, セルシエ, クレルモン, デザンジー, ロワジー, メントネ,
セイセル
(注２) 部分的にゾーン：フランジー, マルテ
(出典)
５
より作成｡
○

表５

トノン郡 (シャブレ) における家畜の数と証書の数

家畜の種類

郡に存在する数 (頭)

証書要求数

割合 (％)

去勢された雄牛
去勢されていない雄牛
牝

牛

若い雄牛
１才までの子牛以外の若い家畜
１才までの子牛 (

以上)

１才までの子牛 (

未満)

豚 (

以上)

羊
山

羊

(出典)

５

○

より作成｡

っている｡ 特徴的なのは牝牛の数の多さである｡ ｢去勢された雄牛｣ ｢去勢されていない雄牛｣
｢若い雄牛｣ の３つのカテゴリーを合計して ｢雄牛｣ として示す
) スイス連邦法令の数量制限のカテゴリーにおいても, オート

)

と, サン

ジュリアン郡で

サヴォワ県のアンケートのカテゴリ

ーにおいても, 牛のカテゴリーにおいて年齢を区別するさいに ｢歯が生え替わっている｣ かどうかと
いうことが問題となっている｡ すなわち ｢牝牛｣ といった場合は ｢歯が生え替わるまで成長した牝牛｣
を指している｡ 同様に雄牛に関しては ｢去勢された雄牛｣ ｢去勢されていない雄牛｣ ｢若い雄牛｣ が

世紀末から
表６

世紀初頭におけるジュネーヴとサヴォワの家畜取引

ボヌヴィル郡 (フォシニー) における家畜の数と証書の数

家畜の種類

郡に存在する数 (頭)

証書要求数

割合 (％)

去勢された雄牛
去勢されていない雄牛
牝

牛

若い雄牛
１才までの子牛以外の若い家畜
１才までの子牛 (

以上)

１才までの子牛 (

未満)

豚 (

以上)

羊
山

羊

(出典)

は牝牛

○

５

頭に対して雄牛は

ヌヴィル郡では牝牛

頭, トノン郡では牝牛

頭に対して雄牛

より作成｡

頭に対して雄牛

頭, ボ

頭となり, いずれの郡でも牝牛の数が圧倒的

に多いことがわかる｡ もちろん牛乳・乳製品製造のために役に立つ牝牛と比較すると, 雄牛は
耕作や運搬の動力として用いるか, もしくは食肉とするしかなかった｡ この地域で飼育されて
いた牛の種類はほとんどがアボンダンス種といわれる乳牛で, 食肉用に飼育された種類ではな
かった

)

が, すでに食肉として屠畜されてしまったか他地域に売られてしまったかにより雄牛

の数が少なくなっていたことがわかる )｡ こうした牝牛の数の優越は, これらの地域の牧畜が
酪農を中心とするものであったことを裏付ける｡ ３つの郡を比較すると, トノン郡では比較的
牝牛に対する雄牛の数が多く, ボヌヴィル郡においては逆に牝牛に対する雄牛の数が少ない｡
トノン郡でもその東部は高地であったが, ボヌヴィル郡は北サヴォワの中でも特に大きく険し
い山岳地帯の谷沿いに存在していた村が多く, 穀物栽培地も少ないため, 耕作用・運搬用の雄
牛はあまり必要としておらず, また乳を出さない雄牛を多く飼う余裕がなかったと考えられる｡
また, 豚, 羊, 山羊など牛以外の家畜の数は牛と比較するといずれの郡でもそれほど多くはな
い｡ このことはオート

サヴォワの牧畜が基本的に牛の酪農を中心としており, 豚, 羊, 山羊

などは副次的なものであったことを示している )｡
｢歯が生え替わるまで成長した雄牛｣ であるので, 年齢的に牝牛と比較しうる対象となるのである｡
)

(

)

) ジュネーヴ市内では家畜の飼育はほとんど不可能であったし, 郊外での家畜の飼育も労役用のわず
かな牛を除いては不完全なものであったため, そのほとんどが子牛のうちに食肉にされたと考えられ
る｡
) 正確な統計は不明であったが,

世紀にはより多くの羊, 山羊が飼われていたが,

世紀後半の酪

農の発達により山羊, 羊, 豚などの家畜は基本的には酪農をおこなう農民たちが食用として自ら利用
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つぎにスイスへ輸出するために要求された証書の数と郡に存在する家畜の数とを比較し, そ
の割合について検討してみると, 次のようなことがいえると考えられる｡ 牝牛に関してはサン
ジュリアン郡で

％, トノン郡で

％, ボヌヴィル郡では

％とどの郡においても, 各郡が

保有する頭数に対して要求された証書の割合が比較的低い｡ 特にボヌヴィル郡で割合が低いこ
とは, 同郡では実際に存在した牝牛の数や雄牛に対する牝牛の数が多かったことなどから, 酪
農への傾斜の度合いが高かったことがわかるが, 牝牛のスイスへの供給が少なかったのはそう
した酪農の維持のためであったことが推測できる｡ 雄牛に関してはいずれの郡でも牝牛より割
合が高くなっている｡ さらに,

以上の子牛の数に対して要求された証書の割合がいずれ

の郡でも非常に高いことがわかる｡ このことは, ジュネーヴ側の需要状況や取引の実態と符合
する｡ すでにみたような地域に存在する雄牛と牝牛の数の比較などを合わせて考えると, 雄牛
は酪農中心の地域においてそれほど必要としていなかったため, 子牛のうちに食肉用として売
却しいていたのではなかったかと考えられる )｡ 酪農用に飼育していた牛の数が多かったため,
子牛の地域内部での十分な飼育・使用・消費が追いつかず, もっとも近くの人口集中地域であ
ったジュネーヴへ子牛を供給するシステムができていたのではないだろうか｡ 以上のような背
景から, ジュネーヴの側における考察でみたように, ジュネーヴ輸入された子牛のほとんどが
オート

サヴォワのフリー・ゾーンからのものであったのではないかと考えられる｡ サン

ジ

ュリアン郡のシャヴァナという村においては, ｢母親の乳を飲んでいた質のよい子牛がジュネ
ーヴへ定期的に売られていた｣
豚に関しては, サン

)

ことが確認されている｡

ジュリアン郡における証書の数・割合が大きい｡ ジュネーヴの近郊と

して発達しつつあり, 低地であったサン

ジュリアン郡では豚の飼育が比較的多くおこなわれ,

そしてジュネーヴへ容易に運搬できたという事情などからこのような結果になったと考えられ
る｡
年のアンケートの結果が示すオート

サヴォワ県のフリー・ゾーン地域の牧畜の状況,

そして証書の数を通してみるジュネーヴとの結びつきについては, 以上のような特徴があった
ことがあきらかになった｡ 次節では, ジュネーヴとの距離, 交通路などの要素が証書の数を通
してみられるジュネーヴとの結びつきにどのような影響を及ぼしていたかを検討する｡

するにとどまるようになったという｡
) オート

サヴォワ県のアンケートにおいては子牛の性別は一切記されていない｡ しかし第一次大戦

時にサヴォワからスイスへの食肉の供給が問題視された際の史料に, ｢オート

サヴォワのフリー・

ゾーンからスイスへの雄の (下線引用者) 子牛の輸送について｣ という題目での記述があるため, 雄
の子牛の取引が主だったのではないかと類推することができる｡
)

世紀末から
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６. ジュネーヴとの直線距離, 交通路からの考察
表７は, ジュネーヴ市からの直線距離 (ジュネーヴを中心とした同心円内)
町村,

〜

の市町村,

〜

の市町村,

以内の市

以上の市町村に分類し, それぞれの

グループごとの家畜数に対する証書の数の割合を示している｡ 全体的に見て, やはりジュネー
ヴからの距離が近ければ近いほど証書の数は多くなり, 割合も高くなっている｡ 品目別にみる
と, やはり牝牛は近隣のほうが証書の割合が高く, 距離が遠くなるとともに低くなっていく｡
雄牛 (去勢された雄牛, 去勢されていない雄牛, 若い雄牛) もやはり距離が離れると割合は減
少していく｡ 乳歯の若い牛も距離が離れると割合は低下していくが, その低下の度合いは成牛
より遙かに少ない｡ さらに子牛に関しては,

以上であっても以下であっても, 距離が変

わってもそれほど割合が低下しておらず, ほとんど変わらない比率を保っていることがわかる｡
このことはやはり, 酪農地域に生まれた雄の子牛の供給先として, 距離にかかわらずジュネー
ヴが考えられていたことを示すものではないだろうか｡ それに対して, 距離が離れるごとに証
書の割合の低下がもっとも激しい品目は豚であった｡ この点も前節の分析と一致する｡ ジュネ
ーヴにおいて人口増加とともに需要が拡大した豚に関して, オート
部分はごく一部であったが, オート

サヴォワから調達された

サヴォワの内部ではジュネーヴのごく近隣地域において

のみ, 地域内で存在した豚の多くをジュネーヴへ供給していたのである｡
次に, 子牛以外のほとんどすべての家畜にとっては基本的にジュネーヴからの距離が強く影
響をおよぼす要素であることがわかったため, ジュネーヴからの直線距離が同じ

〜

の

市町村を対象として, ジュネーヴからの交通路があるかどうか, および土地の高低差の有無に
ついて検討した )｡ 家畜の移動は陸路でおこなわれたが, おもな交通路は湖およびアルヴ川と
いう水路に沿ってあった街道であった｡ オート

サヴォワ県の鉄道は

コロンジュ トノン間, アヌマス ベルギャルド間,
にアヌマス ジュネーヴ (オー

)

ヴィヴ駅 ) 間,

年にレマン湖沿いの

年にアヌマス ラ・ロシュ間,

年

年にラ・ロシュ クリューズ間 (

年

にシャモニまで延長) などに敷設されたが, 南北の移動はベルギャルドを通じて低地の西部の
ごく一部にとどまった｡ また, レマン湖沿いのコロンジュ トノン, アルヴ川沿いとほぼ重な
るラ・ロシュ クリューズ間など, 東西交通においては従来の街道とあまりかわらない場所に
鉄道が引かれた )｡

) ジュネーヴからの直線距離が

〜

の市町村を選んだのは, ジュネーヴからある程度離れた地

域の方が交通路や高低差の問題に関して差がでやすいのではないかと考えたためである｡
) ジュネーヴの中央駅 (コルナヴァン駅) とは異なる, ジュネーヴ郊外にある駅｡ 現在でもサヴォワ
方面への路線はこの駅から出発する｡
)

牛

合

(

計
) ５

以内
証書
の数
％

家畜の
数(頭)

〜
証書
の数

○

２

％

家畜の
数(頭)

〜

より作成｡

証書
の数
％

家畜の
数(頭)

以上
証書
の数
％

巻

(出典)

羊

家畜の
数(頭)

ジュネーヴからの直線距離ごとの家畜の数と証書の数

第

山

羊

以上)

未満)

１才までの子牛 (

豚 (

以上)

１才までの子牛 (

若い牛 (乳歯, １歳以下を除く)

若い雄牛 (永久歯)

牝

去勢されていない雄牛

去勢された雄牛

家畜／数の種類
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表８は, ジュネーヴからの直線距離が

〜

の市町村を, 北側のトノン郡に関してはレ

マン湖沿いに存在する郡とそうでない郡, 東のボヌヴィル郡はアルヴ川沿いにある郡とそうで
ない郡, そしてジュネーヴから南側の低地のサン

ジュリアン郡と,

つのグループに分け,

それぞれ家畜の数と証書の数, 証書の家畜の数に対する割合を集計して比較している｡ はじめ
にトノン郡のレマン湖沿いとレマン湖沿い以外の地域のそれぞれの証書の割合を比較すると,
あきらかにどの家畜に関してもレマン湖沿いの市町村のほうが高い割合を示していることがわ
かる｡ レマン湖沿いの街道は平坦で移動しやすかったのに対して, トノン郡の南東部は山がち
な地域であったため, 街道の問題および高低差の問題の双方が作用し, 地図上の直線距離とは
異なる影響をおよぼしていたことがわかる｡
つぎにボヌヴィル郡のアルヴ川沿いとそれ以外の地域の比較であるが, 証書の割合をみると,
こちらはほとんど差がないことがわかる｡ ボヌヴィル郡の東半分はジュネーヴからは距離が離
れているが南に高い山があり, アルヴ川を通じてジュネーヴと経済的につながるしかなかった
という地理的条件があった｡ 鉄道が敷設されても基本的に西側へ行く線のみであったため, ア
ヌシーやリヨンなどの南側の都市にはいったんジュネーヴ近郊のアヌマスまでいかなければな
らなかった｡ ボヌヴィル郡の東側のいずれの市町村も, このアルヴ川を通っての東西の交通路
を利用しなければならなかった｡ レマン湖の場合と異なり, いずれの場合もかなりの高低差が
ある道を運搬しなければならなかった｡ この地域は高い山に囲まれており, 集落がそもそも谷
や川沿いにしか存在し得なかった｡ 地図上でアルヴ川から離れているように見える場所も, 支
流や川を通じてつながっていた場合が多かったため, ほとんど結果に差が生じなかったのでは
ないかと考えられる｡
最後にサン

ジュリアン郡はジュネーヴの南側であり, 高低差のほとんどない低地での移動

である｡ しかしその割にはトノン郡のレマン湖沿いと比較して, それほど大きな証書の割合を
示していない｡ サン
が

ジュリアン郡においてはジュネーヴにより近い, ジュネーヴからの距離

以内の地域においてよりジュネーヴとのつながりが強く, 南側についてはそれほどつ

ながりが強くなかった可能性が高い｡ また, サン

ジュリアン郡の南は低地であるため, 南側

のオート サヴォワ県の県庁所在地アヌシーの影響圏と重なり, ジュネーヴの影響力は相対的
に弱かったことも考えられる｡
以上のように, すべての家畜に関して一般的にみると, この時点では基本的に距離というフ
ァクターがまだ非常に重要であり, 移動しやすいかどうかということもやはり重要であった｡
しかしジュネーヴとの関係において非常に重要であった子牛に関してだけみると, ジュネーヴ
との距離にかかわらずゾーン内全体でスイスへ売る際に必要な証書を要求する割合が高く, 距
離以外の要素が関係していたように思われる｡ すでに牝牛と雄牛の数の比較においてみてきた
ように, いずれの地域においても牝牛を使用した酪農が当時の地域産業の中心であり, こうし
た酪農の発達が雄の子牛の売却に大きな影響をおよぼしていたと考えられる｡
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７. 北サヴォワにおける牧畜の状況と家畜供給
はじめに, オート サヴォワ県全体の人口について確認すると,
)

年の

人まで人口が減少した ｡

年の人口は

年の

年の人口の約

人から
％にあたる｡ ただ

し, 都市部での人口は拡大していたので, 農村部での人口はより激しいものであった｡
上記のように, オート サヴォワ県のいくつかの都市においては人口拡大がみられた｡ 風光
明媚で観光産業が勃興しつつあった県庁所在地のアヌシーでは

年の

年の

人から

人まで人口が拡大した｡ また, すでに述べたようにジュネーヴへの通勤圏でベッド・タ
ウン化が進行しつつあったサン

ジュリアン郡のアヌマスでは

年の

年の

人から

人へと人口は約２倍になった｡ また, レマン湖沿いにあるトノン郡の首邑トノンでは
年の

人から

人へと人口が増加した )｡

年の

その一方で, 酪農などを中心としていた山岳地帯の諸都市は,
口は減少した｡ 多くの市町村において ｢人口のピーク｣ は
また, かなりの市町村において

世紀半ばから末にかけて人

年もしくは

世紀初頭までにその人口はピーク時と比較してその約８割か

)

ら 割にまで減少した ｡ 具体的にみると, 確認が取れた

の市町村のうち,
)

世紀初頭にかけて人口が増加した市町村はわずか４つであった ｡
ばの人口の
市町村が

〜
,

％になった市町村が７つ,
〜

年であった )｡

％となった市町村が

〜

あり,

世紀半ばから

世紀初頭には

％となった市町村が

,

％以下となった市町村も

〜

世紀半

％となった

存在した｡

おわりに
都市ジュネーヴとその周辺農村・農産物供給地であった北サヴォワとの関係は中世以来存在
した伝統的なものであった )｡

世紀の国民国家成立・確立を受けて両者はそれぞれ別の領域

国家に属することとなったが, 両者の関係は簡単には消滅することはなく, ｢関税フリー・ゾ
)
)
) ちなみにピーク時の人口の規模は, 確認できた
〜 ,

人の市町村が

,

,

〜 ,

人の市町村が

の市町村のうち,
,

の市町村が７であった｡ すなわち住民がピーク時でも ,

,

〜 ,

人以下の市町村が
人の市町村が

,

,

,
人以上

に満たない小規模の市町村が多かった｡

)
) 人口拡大したいずれの市町村も都市部のような大規模な拡大ではなく２倍に満たない人口拡大であ
った｡
) アンシャン・レジーム期のジュネーヴと北サヴォワのイメージは, 都市共和国のジュネーヴとその
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第

巻

第４号

年

ーン｣ という特殊な制度を通じて維持されていた｡
本稿ではおもに

世紀末におけるジュネーヴの家畜需要と供給側の北サヴォワの牧畜の状況

とから両者の関係について検討してきた｡

世紀を通しての都市ジュネーヴの人口拡大を受け

て家畜の需要は拡大した｡ 食肉の消費においてはやや贅沢品で上層向けの子牛と下層向けの豚
という, ある種の棲み分けが存在した｡ また, 豚は飼育が容易であることから輸入する地域に
ついてはそれほどこだわりがなかったのに対し, 子牛に対してはジュネーヴでの需要の大部分
がオート

サヴォワのフリー・ゾーンからの輸入であり続けたことがわかった｡

スイス・フランス関税戦争時においても, オート

年以降の

サヴォワ産の子牛のジュネーヴへの供給は

一定量維持された｡ 需要側のジュネーヴにおいては, 国境を越えたフランス側の地域に対する
食肉供給地としての依存が継続しており, とりわけ子牛に関して北サヴォワとの関係が強かっ
た｡
こうしたオート

サヴォワからジュネーヴへの子牛の供給の背景には, 当該地域における牧

畜, なかでも酪農への特化という現象が存在した｡

年のアンケート結果においては, オー

サヴォワ県のフリー・ゾーン地域のほとんどで牝牛の数が圧倒的に雄牛の数より多かった｡

ト

スイスへの家畜輸出の意図においては, 家畜全体に関してはジュネーヴに距離が近く, 高低差
の少ない地域が輸出希望の証書の数の割合が高かったが, 子牛に関してはそのような距離や交
通路の差にかかわらずほとんどすべての地域において, スイス, とりわけジュネーヴへ供給し
たいという意向が強かった｡
その後第一次大戦を経て, オート

サヴォワ県の大部分を占める ｢大ゾーン｣ は廃止される

こととなり, ジュネーヴのごく近隣の地域を除けばサヴォワ地方はフランスの他地域との関係
を強めていくことになる｡ 本稿対象時期は, 国民国家の成立・ジュネーヴの都市化といった
世紀に特有の政治的社会的変化の中で, 従来の地域的な関係がどのように変化してきたかを検
討しつつ, 可能な限り具体的にジュネーヴ側の需要およびサヴォワ側の供給状況を具体的にみ
てきた｡

年の関税戦争を経ても, ローカルな取引自体は人口増加を受けたわずかな変化し

か見いだされず, 淡々と続いてきたように思われる｡

世紀後半の国民国家の制度的な成立か

ら, 第一次大戦を経ての経済的な大きな変化の狭間のこの

数年における需要側と供給側の状

況, 取引の実態をできるかぎり詳細に知る一助となれば幸いである｡

周辺農村のサヴォワというものであった｡

世紀の国民国家を経たのち, 国境地域に関税フリー・ゾ

ーンが成立・展開していく課程においてもこのイメージが提示されることになった｡

