©日本カムリ学会 2007
Bwletin Astudiaethau Cymreig Siapan 3(2):15-18

第 3部

:

Forum'On : Fforwm- Ymlaen

研 究 生 活 の 側 面一 一 北 ウ ェ ー ル ズ の 運 河 を 中 心 に して 一 ―
帝塚 山大学経済学部
梶本元信
One Aspect Ofmy Studied Canals in North Wales

MotonObu Kttinoto
Abstract:One area of my academic study is the relattOnship between
transpOrt facilities and reg10nal econOmt deve10pment h the earし
stages of the lndustrializatiOn Age.In one case study l extted the
Enesmere cЯ nal and discussed why it was cOnceived and cOnstructed
and to what extent the canal con枷 己buted tO the regiOnal econOmy.
価 ther aspect of IIly studies is the reconstruction Of cЯ nals after the
SecOnd N、rld War.Due to competitiOn、 楓th ranways nnd automobユ es,
most canals were destroyed atter the end of the SecOnd lVOrld恥 ,but
some of them survived to be recOnstructed by canal enthusiasts.The
Welsh sectton of the Ellesmere Canal surv■ ved and was rennmed the
llangOnen Canal.Itis now One ofthe mOst beauttt canals h Britah.

イギ リス経済史 の 中で ウェール ズに関す る研究はわが国では概 して等閑視 さ
れてきた。 とい うの も、 ウェールズ、 とりわ け北 ウェールズは、決 してイギ リ
スエ業化 の中心地域 ではなか った し、 ロン ドンを中心 とす る南東部 の よ うに、
消費や金融 の 中心で もなか った。北 ウェールズは人 口まば らな辺境 の 山岳地域
とい う印象 が強 く、わが国経済史家 の 日か ら見ると、幾分魅力 に欠 けた地域 で
あつたか もしれ ない。 しか し、近年 の歴史研究 の傾 向、 とりわ け産業遺産へ の
関心の高ま りの中で、北 ウェールズは極 めて注 目すべ き地域 になって きてい る。
風光明媚な海岸線や ス ノー ドニアの山岳地帯 の景観、世界遺産 に登録 されてい
る中世以来 の古城 に加 えて、数多 くのナ ローゲー ジ鉄道やポ ン トカサル テ水道
橋 に代表 され るユニー クな運河施設な ど、北 ウェール ズには産 業革命時代以後
に建設 された数多 くの産業遺産 が保存 されてい る。
本報告では、北 ウェールズの運河、 とりわけエルズ ミア運河 (第 二次世界大
戦中閉鎖 されていたが、後にス ランゴス レン運河 として再開)に 焦点 をあて、
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この運河 と地域経済 の関係 を考察 した。産業革命 時代 の北 ウェールズの主要産
業 (例 えば、炭鉱 業、製鉄業、ス レー ト産業、毛織物 工業 な ど)の 発展や衰退
エ
は運河や道路、鉄道 な どの交通 イ ンフラ と密接 に関連 して いた とい えよ う。
ルズ ミア運河や そ の延長線 のモ ンゴメ リーシ ャー運河 は、チ ェス ター運河 をは
じめ とす るイ ングラン ド西部 の運河や沿岸海運 と連絡 して、 ランカ シ ャーや ミ
ッ ドラン ド地方な どの主要 工業地域 と連絡す るために建設 され 、北 ウェールズ
経済 に不可欠 の役割 を演 じたので ある。 また、本報告 の後半 は第 二次世界大戦
後 の運河再建運動 に注 目した。 19世 紀末 か ら 20世 紀 にかけての主要産業 の衰
退 とともに、交通 手段 としての運河 も衰退 して いつた。確 かに第 二次世界大戦
後 になる と、交通手段 としての運河での輸送は、ます ます鉄道や 自動車輸送 に

取 つて代 わられ、北ウェールズの運河 も例外ではなか つた。 しかし他方で、交
通手段以外に運河 がもつ多様 な価値が新 たに注 目されるようになつた。運河愛
好者 たちの熱意 と尽力 によつて、今や給水、娯楽用 クルー ジ ング、釣魚、環境
保全、 あるいは産業遺産 といつたアメニテ ィ上の価値 が注 目されるよ うになつ
た。 とりわけ風光 明媚 な田園地帯を通過す る北ウェールズの運河は、単 に地方
の人 々ばか りでなく、全国の運河愛好家 の注 目の的となつた。
さて、イギ リスの運河 は主として 2回 にわたるプーム期 に建設 された。すな
わち、第 1次 ブーム期(1760年 代)に はプ リッジ ウオー ター運河、 トレン ト&ヤ
ージー運河、フ芽―ス=ク ライ ド運河な どの幹線運河 が建設 された。1790年 代
前半 に生 じた第 2次 ブーム期(い わゆ る運河熱時代)に は、50以 上の運河法案が
ニ
通過 した。 この時期 には、グラモーガ ンシャ 運河やモンマスシャー運河をは
じめとす る南ウェールズの主要運河や、本報告で取 りあげたエルズミア運河や
モンゴメリーシャー運河な ど、北ウェールズの運河も建設 された。
エル ズ ミア運河 の建設 の主要 目的はマー ジー川、ディー川、セ ヴァン川を連
絡 し、地域産業 の発展 を促進す ることにあり、運河建設を認可す る法律 は 1793
年 4月 30日 に制定 された。 ウィリアム・ジェソップや トマス・ テルフォー ド
といったイギリス を代表す る技師が この運河 の建設に携わつてい る。そ してデ
ィー川 に架 かるポ ン トカサルテ水道橋は彼 らが後世 に残 した傑作であり、今 日
でも北ウェール ズ を訪れる人々の驚嘆の的 となつてい る。 しか し、 このことは
運河建設 が順調 であつた ことを意味するものではなか つた。当初計画 されてい
た運河路線 の建設は英仏戦争 に伴 う物価 の高騰や資金不足 によつて 中断 され、
bつ の河川を連絡す るとい う当初 の計画は実現 しなか つた この運河はシュルー
ズベ リー には到達せず、 レクサム周辺 の鉱 工業地帯 とは トラムロー ドで連絡 さ
れることとなつた。
それ にもかかわ らず、エルズミア運河 (1808年 開通)と その延長線であるモ
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ンゴメ リー シャー運河 (1819年 開通)は 沿線 の経済発
展に大き く貢献 した。運
河沿線 には、炭鉱や製鉄所、ス レー ト鉱 山、石灰 工場、 レンガェ
場、チーズェ
場な ど、 さまざまな産業が散在 してお り、運河船 による安価で大量
輸送 の恩恵
を享受 した。 さらに、エ レスメア運河 の延長線 のモ ン ゴメ リー シ ー
ャ 運河 を経
由して、多 くの農産物や林産物が輸送 されたので ある。
しか し、運河 の繁栄は長 くは続 か なか った。19世 紀半ばになると
北 ウェニル
ズに も鉄道 時代が訪れ 、従来運河 で運ばれていた貨物や
旅客は鉄道 に奪 われた。
それに加 えて、運河沿 いの産業衰退、炭 田開発 に伴 う地盤沈下や度
重なる堤防
破損 が運河 の衰退 に拍車 をかけた。 一時は繁栄 を謳歌 した北 ウェールズ のス レ
ー ト産業 も 20世 紀 には斜 陽産業 に転 じた。 か くして北 ェールズの
ウ
運河 は第
一次世界大戦頃にはほとん ど輸送機能を停止 した。
第二次世界大戦 中、エルズ ミア運河 の ウェール ズ 区間にあたるス ランゴス レ
ン運河はほ とん ど休眠状態 にあったが、第二次世界大戦後 に っ
な て も、この運
河は幸運 に も廃 棄 を免れたもそ して L.TC.ロ ル トや C.ハ ッ ドフ ール ド R.
ィ
、
エイクマ ン といった熱 心 な運河愛好家たちによって
、 1946年 に内陸水 路協会

(IWA)が 設 立 され ると、運河再建に弾みがついた。 IwA設 立のきっか け

となうたのが ロル トのナ ロー ボー ト Cressy"に よる ミッ ドラン ド
地方 の運河
クル ーズで あった。 ロル トの夢は、 ポン トカサルテ水道橋 を
通過 し、ス ランゴ
ス レンに到達す ることであった。 当初、彼 はこの 目的 を
達成 できなかったが、
そ の後 1949年 についに念願 のポ ン トカサル テ水道橋 の通過 に成功 した
。 1952
年 には IwAの 北 ウェールズ支部 が中心 となって、ス ランゴス レンで運河
ラリ
ーが行 われた。 ボ ランテ ィアた ちは、運河 メンテナ ンスの
仕事に取 り組 み、浅
瀬 の浚渫や雑草 の除去、 ロック・ ゲー トの取替 えな どの仕事 に従事 した 1956
。
年にはチ ェス ター にクルーズ船 の傭船基地が設置 され 、 ス ランゴス レン
運河 の
の
最初 クルージング・ ガイ ドが発行 された。 この よ うに、ス ランゴス レン
運河
は給水用・ 娯楽 クル ー ジング用運河 として成功 し、多 くの運河
愛好 家 に親 しま
れてい る。
他方、モ ン ゴメ リー シャー運河 の再建が 開始 されたの はよ うや く 1969年
に
なってか らであ った。 この運河は 1944年 の法律 によって
廃棄 され 、戦後 の 自
動車交通 の発達に ともな う道路 の拡張につれて、運河 路線 を
道路に転換 しよ う
とい う計画が持 ち上がった。 しか し、運河再建熱 が高まる
中で、運 河保存運動
家 の組織 がこれ に反対 し、運河再建 キャンペ ー ンを 始 した
開
。保 存運動家 たち
の力が政府や 地方 自治体 の役人を動か し、やがてこの
運河 の再建が決定 された。
1973年 には 「プ リンス・オ ヴ・ ウェールズ」委員会 が立 ち上
げ られ 、モ ン ゴメ
リー シャー運河 の一部 の再建が開始 され 、翌年 7マ イル の
区間が再開 した。 ま
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た、 この運河で興味深 いの は、身体障害者 のための クル ー ズ
を行 うことによっ
て、 よ リー層 の支援が行われた こ とで ぁる。

