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名誉革命後イングランド議会における予算の審議過程（Ⅰ）
――対フランス戦争と「軍事歳出予算」及び
「１年間援助金譲与法」導入を中心に――
佐

藤

芳

彦

Ｉ

問題の所在

Ⅱ

仮議会
［第１会期］
（1689年2月18日〜8月20日）：1689年度予算審議

Ⅲ

仮議会第2会期（1689年10月19日〜1690年1月27日）及び第2議会第１会期
（1690年3月21日〜5月23日）：1690年度予算審議（以上，本号）

Ⅳ

第2議会第2会期（1690年10月2日〜1691年1月5日）：1691年度予算審議
（以下，次号）

Ⅴ

第2議会第3会期（1691年10月22日〜1692年2月24日）：1692年度予算審議

Ⅵ

第2議会第4会期（1692年11月4日〜1693年3月14日）：1693年度予算審議

Ⅶ

総活：名誉革命後における予算審議の歴史的位置

Ⅰ

問題の所在

近代イギリス予算制度成立史研究の一環として，名誉革命（前後）期（1640年代から1714年
アン女王の死まで）を考察対象として扱った拙稿1)においては，当該期における財政面での「立
憲体制」の成立過程を総括的に論じることを意図したので，わが国においても研究史が殆ど欠
落している当該期における具体的な予算の審議過程については，冊子体での史料的制約もあり，
殆ど全く言及しえなかった。
その後，Web上で利用しうる史料があることを知ったので，それを利用して，近代イギリス
予算制度の完成期（1860年代末）における予算の審議過程に至る歴史的・段階的な位置如何と
いう観点から，別稿2)において，まず「王政復古」Restoration期，とりわけ，その中でも「第二
次オランダ戦争」Second Dutch War期（1665年〜1667年）に限定して，
（1）イングランド議会
における予算の審議過程，及び（2）そのような審議過程を経て制定されたいわゆる「援助金及
び議定費」法 Act of ʻaids and suppliesʼ において初めて導入されてくる「借入及び割当条項」3)の
内容を具体的に検討した。
「名誉革命」Glorious
これに続いて本稿では，同様の史料4) を利用して，同様の観点から，
Revolution後，とりわけ，その中でも「対フランス＝ファルツ継承戦争」
（1689年〜1697年）期
1)

拙稿「
『会計年度』と財政民主主義（Ⅱ）―近代イギリス予算制度の成立過程に即して―」
『アルテス
リベラレス（岩手大学人文社会科学部紀要）』第81号,2007年12月，37頁〜62頁。
2) 拙稿「王政復古期イングランド議会における予算の審議過程―第二次オランダ戦争と『借入及び割当』
条項の導入を中心に―」
（岩手大学人文社会科学部欧米研究講座編『言語と文化・文学の諸相（岡田仁教
授・笹尾道子教授退任記念論文集）』，2008年3月，145頁〜183頁，所収）
。
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に限定して，イングランド議会における予算の審議過程を検討することを意図しているのであ
るが，その場合，王政復古期に導入された「借入及び割当条項」に加えて，新たにどのような
点に注目すべきであろうか。
周知のように，名誉革命により1689年2月13日の「権利宣言」Declaration of Rightsが同年12
月 16 日 に「権 利 章 典」Bill of Rights と し て 制 定 さ れ，そ れ に よ り い わ ゆ る「議 会 主 権」
Sovereignty of Parliamentが成立5)してくるのであるが，このような議会，とりわけ庶民院によ
る財政統制の進展如何という観点から，予算の審議過程において特に注目すべきことは，予め
結論的にいえば，王命により陸海軍等の「軍事歳出予算」Military Estimatesが議会に提出され
始めてくること，そしてこれを受けて，「1年間，援助金を両陛下に譲与する法律」An Act for
granting to Their Majesties an Aid of・・・ for One Yearが制定され始めてくること，このよう
に し て 当 時 の 財 務 会 計 年 度 financial accounting year で あ る ミ カ エ ル マ ス 四 季 支 払 日
Michaelmas quarterである9月29日に終わる1年6)毎に，いわば年度毎の予算審議（従って，年度
毎の議会開催）が漸次的に実現してくことではあるまいか。
このような観点から，9月29日に終わる1年間を当該年度と見做したうえで，
「対フランス＝
ファルツ継承戦争」War of the Palatine Succession（乃至「アウグスブルク同盟諸国戦争」War
of the League of Augsburg，又は「9年戦争」Nine Years' War）
（1689年5月7日の対フランス戦争
宣言から1697年9月「ライスワイク条約」Treaty of Ryswickまで）期に開催された議会の会期の
開会と閉会の期日，及びその会期に成立した援助金譲与関係法を集計して表示したのが，表１
「『対フランス＝ファルツ継承戦争』期（1689年5月〜1697年9月）における予算審議の期日と成
立した法律の一覧表」である。
本表に表示した1689年度から1697年度までの予算審議過程のうち，特に注目に値すると想定
しうるのは，表1−5に表示した1693年度予算審議である。何故ならば，まず，本表から，1693
年度に入って1692年11月4日の会期開始後，同月25日に1693年度の「海軍」
，
「陸軍」そして「兵
站部」という軍事関係歳出予算の全てが同一日に議会に提出されていること，それを受けて翌
1693年1月20日に1年間「ポンド当たり4シリングの援助金」譲与法が成立してくること，そして
3)

本稿でも言及するので，その内容を確認しておきたい。
まず「借入条項」として，1665年議定費法，続いて1667年人頭税法及び査定税法において，第二次オラ
ンダ戦争のための「即金」の必要性により，賦課される金銭を「担保」として，6％という低利子で資金
を借り入れ，返済順位を確定する「借入条項」が導入された。
また「割当条項」として，具体的にいえば「本法によって賦課される金銭は，本戦争の間・・・前記戦
争における陛下のサービスのためであると言及するような命令又は指図書によって以外，財務府から支
・ ・
出されないこと」という賦課される金銭を賦課する目的に厳格に割り当てる「割当条項」が導入され，加
えて，1667年査定税法の場合には，更に「本法によって調達された金銭のうち,￡380,000は水兵の支払い
等に適用される」旨の特定の割当条項も導入されたのである。前掲拙稿,162,176頁。
なお，借入に関して，このように査定税や人頭税という「直接税」の税収を先取りした短期借入制度
が，
「直接税の短期先取り制度」a system of short-term anticipation of direct-taxesであることに留意して
おきたい。Cf. P.G.M.Dickson, The Financial Revolution in England:A Study in the Development of Public
Credit, London,1967,p.42.
今1つ，借入利子について，その推移を確認しておくならば，高利を禁止する1487年と1497年の法律が
1546年に最大利子10％を許す法律によって緩和されたが，1552年に再賦課された。しかし，1571年に最
大利子10％が復活された。それは1623年に8％に，1651年には６％に引き下げられ，また1660年にそれが
確認された。
（その後1714年には5％に引き下げられるのである。）留意すべきことは，17世紀の諸法下の
最大利子が「金銭の借入のための…どんな契約においても」
超過されないことになったのであるが，これ
・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
らの制定法は国王を拘束しなかった，彼はその債権者が要求するどんなものであれ利子を提供すること
が自由だったことである。Cf.Ibid.,p. 39.
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3月14日に，周知のように同じく1年間を限度とするいわゆる「抗命処分法」Mutiny Act等の成
立とともに，会期が閉会していることを確認しうるからである。
このことを確認したうえで，先行する表1−1に表示した1689年度以来，表１−4に表示した
1692年度までの予算審議について，同様な審議内容の有無如何を確認すると，それらは1693年
度の予算審議に至る経過段階にあると推断しうる。他方，
続く表1−6に表示した1694年度以来，
表1−9に表示した1697年度までの予算審議についても1693年度と同様な審議内容の有無如何を
確認すると，それらはいずれも1693年度のそれと基本的に同一であると推断しうる。
従って，名誉革命後，軍事歳出予算の提出とそれを受けての1年間援助金譲与法の成立による，
年度毎予算審議の漸次的実現という観点からいえば，1693年度予算審議はいわば到達点たる位
置を占めており，先行する1689年度以来のそれはこの到達点に至る諸段階として，他方，続く
1694年度から1697年度のそれはこの到達点の継続段階として位置づけうる。
今1つ，庶民院による財政統制の進展如何という観点から，貴族院との関連についていえば，
別稿で結論的に指摘しておいたように7)，1693年度予算審議を経て制定されてくる1年間援助金
譲与法（具体的には後述する「ポンド当たり4シリングの援助金」譲与法＝「地租法」）の成立
に至って，イギリス封建王政以来の「貴族」身分の自己課税権能が剥奪されるに至る，という
点でも1693年度予算審議は注目に値するのである。さらに，対フランス戦争遂行のための財源
としての借入方法との関連についていえば，別稿で簡単に指摘しておいたように8)，この地租法
に続いて（1月26日に）制定されてくる追加的消費税関係法の成立により，イギリスで最初の「国
債」national debtが創設されてくる，という点でも1693年度予算審議は注目に値するのである9)。
本稿では，このような見通しにもとづいて，1689年度予算審議から1693年度予算審議に限定
して，名誉革命後に始まる（1）「軍事歳出予算」の提出と（2）それを受けての「1年間援助金
譲与法」の成立という年度毎予算審議の漸次的実現過程を，その過程で漸次的に実現してくる
「貴族」身分の自己課税権能の剥奪過程，更には長期借入＝国債の成立過程とともに，具体的に
検討していくことにしたい。

4)

すなわち，British History Online
（http：//www.british-history.ac.uk/subject.aspx?subject=6）における『庶民院議事録』Journal of the
House of Commons，『貴族院議事録』Journal of the House of Lords，及び『英国制定法』Statutes of the
Realmである。
本稿ではこれらの史料に関する限り，紙幅の制約上また関係箇所の個別的列挙による煩雑さを避ける
ために，個別的な典拠箇所を明示せずに利用していることを予めお断りしておきたい。
今1つ，本稿では，年初開始について，同時代の3月25日ではなく，1751年「新暦法」Calendar（New
Style）Actに規定するように暦年の開始日たる1月1日に換算して表記していることをもお断りしておき
たい。
5) 1689年「権利章典」によって成立した「議会主権」は，その後，最終的には1911年「国会法」Parliament
Actによって「完成」されてくるのであるが，そこに至る財政史的・国制史的経緯についは，拙著『近代
イギリス財政政策史研究』勁草書房，1994年，とりわけ，同書「第Ⅲ部 古典的帝国主義期における財政
政策」のうちの「第３章 古典的帝国主義期における貴族院問題―1911年「国会法」の成立―」を参照さ
れたい。
6) 前掲拙稿「
『会計年度』と財政民主主義（Ⅱ）」，38〜39頁。
7) 前掲拙稿「王政復古期イングランド議会における予算の審議過程」，172〜173頁。
8) 前掲拙稿「
『会計年度』と財政民主主義（Ⅱ）」，55〜56頁。
9) 但し，このような「地租」と「国債」については，周知のように内外に多数の研究史があるので，本稿
では予算の審議過程との関連で言及するに留めていることを，予め，お断りしておきたい。
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表１ 「対フランス＝ファルツ継承戦争」期（1689年5月〜1697年9月）における予算審議の
期日と成立した法律の一覧表
表1−１ 1689年度予算審議
仮議会Convention
年月
日 成立した法律等
1689年2月 13 権利宣言，国王と女王の即位
1689年2月 18 勅語Kingʼs Speech
3月 8 勅語
21 「現在の援助金を両陛下に譲与するための法律」
26 ［1689年度］「海軍歳出予算」［￡1,128,140］提出
抗命処分法：
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走する将校又は兵士を罰するための法律」
（〜1689年12月
4月 3
25日）
24 「炉税によって生じる収入を廃止するための法律」
5月 1 「アイルランドを鎮定するため，人頭税及びその他によって金銭を調達する法律」
1 「公的収入を徴収することに関する疑念と質問を先んじて処理する法律」
7 対フランス戦争宣言
6月 22 「王国の必要な防衛のため，１年間，ポンド当たり12ペンスの援助金を両陛下に譲与するための法律」
7月 25 「ビール，エールその他の酒類に対する追加的消費税のための法律」
「一定の税を［オランダ＝］連合州全国会議States General of the United Provincesに陛下のイングラン
8月 20 ド王国遠征費用を支払うために，またその他の用途に割り当てるための法律」
「「王国の必要な防衛のため，１年間，ポンド当たり12ペンスの援助金を両陛下に譲与するための法律」
20 と題された本議会の法律を執行する委員会を設置するための追加法」
20 閉会の勅語
表１−２ 1690年度予算審議
仮議会の第2会期
1689年10月 19 会期開始の勅語
11月 2 「信用議定費」
［￡2ｍ.］議決
12月 16 「１年間，ポンド当たり2シリングの援助金の両陛下への譲与のための法律」
16 権利章典：「臣民の諸権利と諸自由を宣言し，また王位の継承を決定する法律」
23 「公的収入を徴収することに関する疑念と質問を先んじて処理する法律」
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走するすべての将校あるいは兵士を罰するための，また虚偽の徴集
23 を罰するための法律」
（〜1690年12月25日）
1690年 1月 16 「１年間，ポンド当たり12ペンスの追加的援助金の両陛下への譲与のための法律」
16 「税関でコーヒー，茶及びチョコレートに税を賦課し徴収するための法律」
「両陛下に譲与された最近の人頭税の見直しのため，及びアイルランド鎮圧のための追加的人頭税の
27 ための法律」
27 閉会の勅語，議会解散
第２議会の第１会期
1690年 3月 21 会期開始の勅語
4月 1 「信用議定費」
［￡1.2m.］議決
「アイルランドの鎮定とフランスとの戦争遂行のため，人頭税及びその他 によって金銭を調達する法
23 律」
23 「両陛下に両生涯間また生存者の生涯間，ビール，エールその他の酒類に対する一定の賦課金を譲与す
るための法律」
「トン税・ポンド税の臨時税及び輸出入商品に対して支払うその他の金銭額を両陛下に譲与するため
5月 2 の法律」
23 閉会の勅語
7月 12 ボイン川の戦いBattle of the Boyne
表１−３ 1691年度予算審議
第２議会の第２会期
1690年10月 2 会期開始の勅語
9 1691年度「陸軍歳出予算」
［￡1,910,560］提出
9 1691年度「海軍歳出予算」［￡1,791,695］提出
11月 10 「1,651,702ポンド18シリングの金額の援助金を両陛下に譲与するための法律」
25 「１年間，ビール, エールその他の酒類に対する消費税を倍加するための法律」
25 議定費に関する勅語
「1690年12月25日以後に輸入される，全ての東インド商品と全ての精製絹その他幾つかの商品に対す
12月 20 る一定の賦課金を両陛下に譲与するための法律」
20 「ワイン，ヴィネガー，タバコに対する幾つかの税を賦課する以前の幾つかの法律の継続のための法律」
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走するすべての将校あるいは兵士を罰するための，また虚偽の徴集
20 を罰するための法律」
（〜1691年12月20日）
「穀物からブランディと蒸留酒の醸造を鼓舞するため，またローワインズと最初の抽出の蒸留酒に税
1691年 1月 5 を賦課するための法律」
「１年間，ビール，エールその他の酒類 に対する消費税を倍加するための法律」が満了する時から，
5 「
4年間，ビール,エールその他の酒類に対する追加的消費税を両陛下に譲与するための法律」
5 会期閉会の勅語
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表１−４ 1692年度予算審議
第２議会の第３会期
1691年10月 3 リメリック条約
1691年10月 22 会期開始の勅語
11月 9 1692年度「海軍歳出予算」［￡1,855,054］提出
9 1692年度「陸軍歳出予算」［￡2,255,671］提出
28 1692年度「兵站部歳出予算」
［￡254,608］提出
12月 24 「１年間，ビール,エールその他の酒類に対する一定の賦課金を両陛下に譲与するための法律」
31 「フランスとの強力な戦争遂行のため，1,651,702ポンド18シリングの金額の援助金を両陛下に譲与す
るための法律」
「フランスとの強力な戦争遂行のため，１年間，四季毎に支払う人頭税によって金銭を調達するための
1692年 2月 24 法律」
24 「ローワインズと蒸留酒に対する税をよりよく整理し徴収するため，またそれの濫用を阻止するため
の法律」
24 会期閉会の勅語
表１−５ 1693年度予算審議
第２議会の第４会期
1692年11月 4 会期開始の勅語
25 1693年度「海軍歳出予算」［￡2,077,216］提出
25 1693年度「陸軍歳出予算」［￡1,448,732］提出
25 1693年度「兵站部歳出予算」
［￡739,886］提出
1693年 1月 20 「フランスとの戦争遂行のため，１年間，ポンド当たり4シリングの援助金を両陛下に譲与するための
法律」
「フランスとの戦争遂行のため，1,000,000ポンドの金額を任意に貸し付ける人々に本法で一定の報酬
26 と利益を確保するため，ビール，エールその他の酒類に対する一定の消費税を両陛下に譲与 するため
の法律」
3月 14 「フランスとの戦争遂行のため，商品に対する一定の追加的賦課金を両陛下に譲与するための法律」
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走するすべての将校あるいは兵士を罰するための；また虚偽の徴集
14 を罰するため，また四季支払いのための法律」
（〜1694年3月１日）
14 「現議会の昨年の会期に陛下に譲与された四季毎人頭税の見直しのための法律」
14 会期閉会の勅語
表１−６ 1694年度予算審議
第２議会の第５会期
1693年11月 7 会期開始の勅語
11月 18 1694年度「海軍歳出予算」
［￡2,346,132］提出
12月 5 1694年度「地上軍費用」
［￡2,881,194］提出
1694年 1月 25 「フランスとの強力な戦争遂行のため，１年間，ポンド当たり4シリングの援助金を両陛下に譲与する
ための法律 」
「「フランスとの戦争遂行のため，1,000,000ポンドの金額を任意に前貸したような人々に，本法で言及
ビール，エールその他の酒類に対する一定の消費
2月 8 される前述法律で一定の報酬と利益を確保するため，
税を両陛下に譲与するための法律」と題された以前の法律によって調達される金銭の不足を支給する
ための法律」
「フランスとの戦争遂行のため，1,000,000ポンドの金額を任意に前貸したような人々に，本法で言及さ
3月 23 れる前述法律で一定の報酬と利益を確保するため，塩に対する，またビール，エールその他の酒類に対
する一定の税を両陛下に譲与するための法律」
4月 16 「フランスとの戦争遂行のため，１年間，四季毎に支払う人頭税によって金銭を調達するための法律」
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走するすべての将校あるいは兵士を罰するための；また虚偽の徴集
16 を罰するため，また四季支払いのための法律を，1年間より長く，継続するための法律」
（〜1695年3月1
日）
「フランスとの戦争遂行のため，1,500,000ポンドの金額を任意に前貸したような人々に，本法で言及さ
25 れる前述法律で一定の報酬と利益を確保するため，船舶トン数に対する，またビール，エールその他の
酒類に対する幾つかの税を両陛下に譲与するための法律」
25 「フランスとの戦争遂行のため，4年間，子牛皮紙, 羊皮紙及び紙に対する一定の税を両陛下に譲与する
ための法律」
25 「貸し馬車及び駅馬車に免許を付与し規制するための法律」
25 会期閉会の勅語

48

Artes Liberales

No. 82, 2008

表１−７ 1695年度予算審議
第２議会の第６会期
1694年11月 12 会期開始の勅語
26 1695年度「陸軍歳出予算」［￡2,705,102］提出
26 1695年度「海軍歳出予算」［￡2,603,493］提出
「トン税・ポンド税の臨時税及び輸出入商品に対して支払うその他の金銭額を両陛下に譲与するため
12月 22
の法律」
「フランスとの強力な戦争遂行のため，１年間，ポンド当たり４シリングの援助金を陛下に譲与するた
1695年 2月 11 めの；またトン税・ポンド税の臨時税及び輸出入商品に対して支払うその他の金銭額から，5年間，毎年
300,000ポンドの金額を適用するための法律」
「フランスとの戦争遂行のための金銭を調達するため，本法で言及される以前の幾つかの諸法律によっ
て支払う，終身年金をもつような人々がこのような年金で追加的な一定の利子を購入或いは獲得する
4月 22
ための；またそれが履行されない場合，他の人々が同一物を購入或いは獲得するのを認めるための法律」
（借換法）
「フランスとの強力な戦争遂行のため，5年間，婚姻，出生，及び埋葬に対する，また独身者と寡婦に対
22
する一定の税を陛下に譲与するための法律」
22 「アイルランド鎮定のため，運輸サーヴィスのために支払われる債務の返済のため，コーヒー，茶，チョ
コレート及び香辛料に対する追加的税を陛下に譲与するための法律」
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走するすべての将校あるいは兵士を罰するための；また虚偽の徴収
22 を罰するため，また四季支払いのための以前の２法律を，1年間より長く，継続するための法律」
（1695
年４月10日から1696年4月10日まで）
「フランスとの戦争遂行のため，ガラス製品，石製・陶製瓶，石炭と粉炭Culmに対する一定の税を陛下
5月 3 に譲与するための法律」
3 閉会の勅語，議会解散
表１−８ 1696年度予算審議
第３議会の第１会期
1695年11月 23 会期開始の勅語
12月 3 1696年度「海軍歳出予算」
［￡2,765,148］提出
3 1696年度「陸軍歳出予算」［￡2,709,713］提出
「フランスとの戦争遂行のため，本法で言及される一定の年金を取得する期間を拡大するための，また
1696年 1月 21 ローワインズ或いは最初の抽出の蒸留酒に以前に賦課された諸税を継続するための法律」
（借換法）
「フランスとの戦争遂行のため，１年間，ポンド当たり４シリングの援助金を陛下に譲与するための法
2月 13 律」
「フランスとの戦争遂行のため，ワイン，ヴィネガーに対して，またタバコ，東インド商品及びその他
3月 7 の輸入商品に対して，以前の諸法律によって譲与された税を継続するための法律」
4月 10 「clipt Moneyの不足を埋め合わせるため，家屋に対する税を陛下に譲与するための法律」
10 「全てのフランス商品に対する追加的税を陛下に譲与するための法律」
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走するすべての将校あるいは兵士を罰するための；また虚偽の徴収
10 を罰するため，また四季支払いのための以前の幾つかの法律を，1年間より長く，継続するための法律」
（〜1697年4月10日）
「ロ―ワインズ或いは最初の抽出の蒸留酒に税を賦課するため，またこの消費税を賦課される醸造者，
27 蒸留者その他の人々の詐欺と不正を阻止するための法律」
「フランスとの戦争遂行のため，塩，ガラス製品，石製・陶製製品に対する一定の諸税を継続するため
27 の, また煙管その他陶製製品に対する諸税を陛下に譲与するための；また全国土地銀行a national LandBankを設立するため，また船舶トン数に対する及び石炭に対する諸税を廃止するための，法律」
27 会期閉会の勅語
表１−９ 1697年度予算審議
第３議会の第２会期
1696年10月 20 会期開始の勅語
28 1697年度「陸軍歳出予算」［￡2,709,714］提出
28 1697年度「海軍歳出予算」［￡2,523,954］提出
「１年間支払う，臨時税及びその他の税によってと同様に，地租によって援助金を陛下に譲与するため
1697年 1月 29 の法律」
and Hammered Moneyの持込を鼓舞するため，紙，子牛皮紙，
3月 8 「鋳貨にされるべく造幣局への貨幣Plate
羊皮紙に対する幾つかの税を陛下に譲与するための法律」
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走するすべての将校あるいは兵士を罰するための；また虚偽の徴収
4月 1 を罰するため，また四季支払いのための以前の幾つかの法律を，1年間より長く，継続するための法律」
（〜1698年4月10日）
「本法で言及される資金の不足を埋め合わせるため，またイングランド銀行の株式を拡大するため，ま
4月 1 た公的信用を引き上げるための法律」
「船舶トン数及び塩に対する税に負担された富くじ年金債及び終身年年金債を支払うためと同様に，
16 最近の石炭及び粉炭税の不足を埋めるため，3年間，皮革に税を賦課し，またその他の規定をするため
の法律」
「王室の必要な費用及びその他の要求のためと同様に，フランスとの戦争遂行のため，モルト，マン
16 Mun, 砂糖菓子, リンゴ酒及びペリーPerryに対する一定の税を陛下に譲与するための法律」
16 「フランスとの戦争遂行のため，２年と４分の３年の期間，輸入商品に対する追加的トン税・ポンド税
を，また１年間，追加的地租を陛下に譲与するための法律」
16 会期閉会の勅語
9月 20 「ライスワイク条約」＝終結
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［各年度の関係する，Journal of the House of Commons，Journal of the House of Lords，及びStatutes of the
Realm 等から作成。］

Ⅱ

仮議会［第1会期］
（1689年2月18日〜8月20日）
：1689年度予算審議

まず，名誉革命直後の「対フランス＝ファルツ継承戦争」準備期にして開戦期といえる（国
王の召集状なしに召集された）仮議会Convention Parliament［第1会期］
（1689年2月18日〜8月
20日）における1689年度予算審議を検討していきたい。
検討するに先立ち，予め，指摘しておきたいことは，表1−1に表示した1689年度予算審議に
おいて，歳出予算提出に先立ち，一定の援助金譲与法が成立していることからも部分的に明ら
かになるように，この時期には，一方では名誉革命＝新国王ウイリアム3世William IIIと女王メ
アリー2世Mary IIの即位に伴う両陛下への新たな平時の収入設定に関連する一連の予算審議，
他方では，対フランス戦争のための予算審議，加えてフランス支援下での前王ジェームズ2世
James IIのアイルランド上陸に伴うアイルランド鎮定戦争のための予算審議，これらが同時に
進行していることである。従って，この年度の予算審議を検討する場合，時系列的に検討する
とその記述は非常に錯綜したものになるので，次のような４つの論点に整理しつつ，
「歳出予算」
が初めて提出され，それを受けて1年間援助金譲与法が制定されてくる経緯，加えて「貴族」身
分の自己課税権能をめぐる両院の対立の経緯を中心にして論述していくことにしたい。すなわ
ち，
（1）両陛下に対して年間￡1,200,000の収入の，平時に国王を援助する一定の必要費用とし
ての設定決議（3.20）に至る経緯。（2）海軍歳出予算の提出（3.26）と，海軍の要求とサービス
のために￡700,000の金額を超えない議定費決議（4.25）に至る経緯。（3）1689年5月7日対フラ
ンス戦争宣言と，王国の防衛のための1年間「ポンド当たり12シリングの援助金」譲与法の成立
（6.22）に至る経緯。（4）アイルランド鎮定のための人頭税法の成立（5.1）と，追加的人頭税法
案をめぐる貴族院との対立（5.31,法案放棄）に至る経緯，である。以下，順次，検討していきた
い。
（1）両陛下に対して年間￡1,200,000の収入の，平時に国王を援助する一定の必要費用としての
設定決議（3.20）に至る経緯。
まず，1689年2月13日の新国王ウイリアム3世と女王メアリー2世の即位に伴い，両陛下に新た
な平時の収入を設定する過程で「歳出予算」が提出されてくる経緯に注目したい。
同2月18日，仮議会における両院宛「勅語」Kingʼs Speechのなかで，国王は「海外におけるわ
れわれの同盟者，特にオランダのそれの状態が，もしも迅速な配慮がないならば，諸君が考え
る以上に重大な危険に陥るような状態であること」を知らせたうえで，それに対する「最も効
果的な方法」を審議すること，また「国民の利益」のために「最も適切な形態」を判断するこ
とを求めた。（続く3月8日，
「援助金」を求める「勅語」の中で，具体的に要求した10)。）
これを受けて同日，庶民院は「勅語に対する感謝」を決議したのち，勅語についての審議を
開始し，まず20日，全院委員会報告後に本会議は「仮議会が議会である」旨を議決した。続い
10)

すなわち，
（1）アイルランドの鎮定に20,000人以下でない騎兵と歩兵が必要であること，
（2）フランス
とアイルランド双方に対して，海の完全な支配をわれわれに与えるような1艦隊がなければならないこ
と，
（3）国王収入の審議をも勧奨しなければならないこと，と。
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て26日，
「国王と女王に収入を設定する」旨の動議が出され，これを受けて，翌27日，本会議は
［「収入」設定の審議資料として］
「ハワードSir Robert Howard が各歳入諸部門の年額yearly
Valueを提出すること」を決議し，これに基づいて，3月1日，
「歳入の会計」として，ハワード
が「各歳入諸部門の年額の会計を作成したこと」を報告した11)。
提出された「歳入の会計」のうち，
「各歳入諸部門の計算表」として，次のような年間結果（＝
収入額）が記載されている。合計額は約￡1,500,000である12)。
「各歳入諸部門の計算表」
旧関税（1685〜1688年の4年間の中位額等）

￡602,126.17ｓ.2と1/4ｄ.

消費税（1685〜1688年の4年間の中位額）

￡610,486.10s.9d.

炉税（年間，約）

￡200,000

郵便局（年間，約）

￡55,000

諸小部門（年間，約）

￡26,350.15s.5と1/2d.

合計

￡1,500,964.3s.4と3/4d.

続いて，同3月19日，本会議は，次のように決議した，「明日本院は，収入及び国王を援助す
る一定の必要費用を審議するため，全院委員会に移行すること」
，「ハワードがその討論で本院
・

・ ・

11) この「収入」審議と並行して，当面の援助金譲与の審議も行われ，それが当面の援助金譲与法として
成立したのであるが，同法は後述する1689年人頭税法案の査定「委員会」，及び1691年援助金譲与法案の
カウンティ「割当」との関連で言及するので，その経緯と規定内容について付言しておきたい。
すなわち，まず2月27日，
「国王を援助する決議」として，
「本院は海外で同盟者を援助する上で，アイ
ルランドを鎮定する上で，また新教と王国の法の擁護において，国王を生命と財産でもって援助するこ
と」を決議し，それを受けて，
「援助金an Aidが陛下に譲与される」旨の動議が出された。それに基づく
全院委員会審議の報告後，本会議は「陛下に与えられる現在の援助金は￡420,000の金額を超えないこ
と」，
「前記援助金は［1679年に成立した］1677年9月以後に徴集された軍隊に支払って解隊するために
チャールズ2世の治世31年に作成された法律［31 Car.II,c.1］
［の最初の制定する条項］における［カウン
ティ］割当Proportionsに従って，6ヶ月間，月当たり￡68,820.19s.1d.の割合での月割査定税a monthly
Assessmentによること」を決議し，そして「ポレクスフィンMr.Polexfen とソマーズ Mr.Sommersが，
前記決議に基づいて法案を作成し上程すること」を命じた。
これを受けて3月1日，法案が提出され，18日庶民院を通過し，続いて20日（修正等なしに）貴族院を
も通過したのち，21日，裁可に先立ち貴族院で庶民院議長が「陛下の統治が時宜にかなった議定費の不
足のために弊害を受けないように，陛下の現在の要求のために￡412,000の譲与金に全院一致で同意し
ました」として法案を提出し，こうして同日，
「現在の援助金を両陛下に譲与するための法律」An Act
for the granting a present Ayd to Their Majestyes（Will. & Mary,Sess.1,c.3）として成立したのである。
本法は，第II条「2つの四季毎支払いによる，6ヶ月間，月毎￡68,820.19s.Id.の譲与」において「各カウ
ンティによる支払いの割当」を具体的に規定するとともに，続く第III条「以下で指名される人が以下で
示される各カウンティ等のための委員会となる」においては，このような委員会が，[1677年4月16日に
成立した]「30隻の戦艦を迅速に建造するため,584,978ポンド2シリング2と1/2ペンスの金額を調達する
た め の 法 律」An Act for raising the Summe of Five hundred eighty foure thousand nine hundred
seaventy eight pounds two shillings and two pence halfe-penny for the speedy building Thirty Shipps of
Warr（29 Car.II,c.）における「委員会」と同様な権限等をもち執行する旨を規定したのち，
「委員会の氏
名」を具体的に規定している。（このような本法における「委員会」について，後述する「追加的人頭税
法案」の審議過程で庶民院が「貴族」の自己課税権能に対抗しつつ言及してくることに留意しておきた
い。）
なお，本法は借入条項として，第XX条「本法の信用に基づいて［総額で￡300,000を超えない］金銭を
［年間6％の利子付きで］貸し付ける人が財務府から債務割符Tally of Loanを受ける」ことを規定してい
る。
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のために必要であると考えるような会計Accoumptsと歳出予算Estimatesを提出すること」，
「バーチCol.Birch が，明日，彼の帳簿に従って，消費税会計を提出すること」，と。加えて，
「海
軍歳出予算」について，「海軍委員会Lords Commissioners of the Admiraltyが続く年度のため
の海軍の費用の計算書a Stateを提出すること」を命じた。
これを受けて翌20日，ハワードが，「消費税収入」として，
「1688年6月24日に終わる4年間に
おける，イングランドとウエールズの消費税の粗と純の結果の要約」と「最初に開始した1685
年7月1日から1688年6月24日まで，輸入ブランデーと国産蒸留酒Strong Watersに対する追加的
消費税の粗と純の結果」を提出した。加えてハワードが，
［いわば統治費用の歳出予算として］
「1685年お告げの日Lady-day［3月25日］から1688年お告げの日までの3年間，実際の金銭支払い
による，故国王ジェームズ2世の経費Expencesの要約」を提出した。その総計は中位（＝年間
平均）で￡1,699,363，概数で約￡1,700,000である。
本会議は，両資料を全院委員会に付託する旨を決議したのち，収入及び国王を援助する一定
の必要費用，及びアイルランドの状態を審議するため，全院委員会に移行し，議長が退席して
ハムデンMr. Hamdenが委員長席に就いて審議を開始した。同委員会からの報告を受けて，本
会議は「年間￡1,200,000の収入が両陛下に対して，平時に国王を援助する一定の必要費用のた
めに設定されること」を決議した。この金額は，先の前王ジェームズ2世の（平均的な）歳入額
や統治経費額との対比では，抑制されたものであるが，周知のように王政復古後のチャールズ
2世及び続くジェームズ2世の即位時に議会が設定した金額13)と同額である14)。
この金額は以前と同じく平時の支出全体を賄うと解釈されるのであるが，革命後の今や，庶
民院は，
［2月13日の「権利宣言」における規定，すなわち「平時に王国内で常備軍を徴集し維
持することは，もしも議会の同意を得ていないならば，法に反する」旨の規定を確実にするた
12)

加えて「故国王ジェームズ2世の時期に譲与された新税」として，次の3項目が記載されている。総収
入額を知るために必要なので，付言しておきたい。
すなわち，
（1）
［1685年6月16日成立の「陛下に1685年6月24日と1693年6月24日の間，輸入される全て
のワインとヴィネガーVinegarに対する賦課金を譲与する法律」An Act for Granting His Majestie an
Imposition upon all Wines and Vineger Imported betweene the Foure and and twentyeth day of June
One thousand six hundred eighty five and the Foure and twentyeth day of June One thousand six
hundred ninety and three.に基づいて］8年間［譲与された］，ワインとヴィネガー税のうち，1685年ミカ
エルマスから1688年ミカエルマスまでの結果：￡172,901.10s.8と3/4d.（昨年クリスマスから1693年6月24
日に終わる4年半については，今後入るべき残額のままである）；（2）［1685年6月16日成立の「陛下に
1685年6月24日と1693年6月24日の間，輸入される全てのタバコと砂糖に対する賦課金を譲与する法律」
An Act for Granting to His Majestie an Imposition upon all Tobacco and Sugar Imported betweene the
Foure and twentyeth day of June One thousand six hundred eighty five and the Foure and twentyeth
day of June One thousand six hundred ninety three.に基づいて］同一期間［譲与された］，タバコと砂糖
税の，同一期間の結果：￡148,861.8s.；
（3）
［1685年6月16日成立の「全てのフランス製リネン・・・に対
する賦課金によって，陛下に援助金を譲与する法律」An Act for Granting an Aid to his Majestie by an
Imposition on all French Linnens and all East-India Linnen and severall other Manufactures of India and
on all French wrought Silks and Stuffs and on all other wrought Silks and on all Brandyes Imported after
the First Day of July One thousand six hundred Eighty five and before the First Day of July One
thousand six hundred and ninety.に基づいて］5年間［譲与された］，フランス製リネン，ブランデー，絹
税等の，前記期間の結果：￡93,710.8s.1と1/2d. この（3）に関しては利子付きで￡84,888.6s.9d.の借入金
が賦課されていること，それは支払いの時期がくれば支払われる旨の覚書が記されている。
以上の（1）と（2）の合計額￡321,762が，先の約￡1,500,000に追加されると，総歳入額が約￡1,821,762
になる。
13) とりあえず，前掲拙稿「『会計年度』と財政民主主義（Ⅱ）」，43頁参照。
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めの明白な方法15)として］新たにその全体のうちの民事統治支出と防衛支出を別々に見積もる
ために，続いて次のように決議した。「［ジョーンズSir Hen.Johns他30人からなる］委員会が，
￡1,200,000から平時に海上での夏期と冬期守備隊と地上での親衛隊と守備隊及び兵站部の費用
のため，年間いくらの金額を認める必要があるのかを審議し本院に報告するために設置され
る」
，と。同委員会の設置を受けて，防衛支出が見積もられ，歳出予算が提出されてくるのであ
る。
（2）海軍歳出予算の提出（3.26）と海軍の要求とサービスのために￡700,000の金額を超えない
議定費決議（4.25）に至る経緯。
3月23日，全院委員会の報告を受けて，本会議は陛下に歳出予算の提出を求めるべく決議した。
「陛下は，いかなる艦隊が夏期サービスのため必要であるのかについて歳出予算Estimateを本
院に提出するべく命令することを望まれている」
，と。こうして，3月26日，陛下から，概略，
次のような「［1689年度］海軍歳出予算」が提出され，それは前記設置の全院委員会に付託され
た。その合計額は，￡1,128,140である。
「
［1689年度］海軍歳出予算」
「2,3,4等級Ratesの戦艦50隻；狭い海と地中海で用いられる小型船15隻と火船8隻；及び植民
と護衛のための3等級1隻，4等級19隻，5等級2隻と火船2隻の，１年間の賃金，食糧と摩損の
費用の歳出予算」
・前記65隻の戦艦と8隻の火船で仕える17,155人の費用のため，1人1ヶ月当たり￡4で計算
して，1ヶ月￡68,620；13ヶ月で次になる：￡829,060
・前記22隻の戦艦と2隻の火船で仕える4,540人の費用のため，1人1ヶ月当たり￡4で計算さ
れて，1ヶ月￡18,160；13ヶ月で次になる：￡236,080
・合計：￡1,128,140
4月5日，前記委員会からの報告を受けて，本会議は順次，次のように決議した。すなわち，
決議1「平時に，海上での夏期と冬期守備隊のため，7,040人で48隻の戦艦，火船，ヨットとケッ
チKetchが必要であること」，決議2「前記船の費用のため，兵站部費用を含めて，１人１ヶ月
￡4が割り当てられる；それは7,040人のため，月当たり￡28,160になる；また月当たり28日で13ヶ
月の1年間について，￡366,080になること」，決議3「￡200,000の金額が，平時に地上での親衛隊
14)

このような「収入」設定の審議と並行して，その財源に関する審議も行われ，関係法も制定されてく
るので付言しておきたい。
すなわち，その関係法案の裁可に先立つ庶民院議長の演説によれば，「陛下の収入とそれに対する負
担を，最近の徴収で実施された各強制取立てに対する不平と同様に，審議しました；しかし，これらの
事柄は審議するためには予想したより長い期間を要するので，次のクリスマスまで，今と同一の状態で
その継続のための短い法案を可決しました；その期間内に，国民を抑圧することなしに国王の経費を十
分に支給するような体制」として，表1−1に記載したように，5月1日，
「公的収入を徴収することに関す
る疑念と質問を先んじて処理する法律」An Act for preventing Doubts and- Questions concerning the
Collecting the Publique Revenue（Will.& Mary, Sess.1,c.14）が制定された。
同法は，最初の制定条項「2人の前国王に支払われるすべての収入が，次の12月［25日］まで現両陛下
に支払われる」ことを規定した。こうして，前国王達に生涯間譲与された，とりわけ，一時的消費税及
びトン税・ポンド税の臨時税が少なくとも12月25日までは，譲与＝支払われるのである。
15) J.E.D.Binney,British Public Finance and Administration 1774-92, Oxford, 1958, p.117.
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と守備隊の年間費用のため割り当てられる必要があること」，決議4「￡22,600の金額が，武器，
弾薬，備品その他必需品を備え支給する上で兵站部の毎年の費用のため，また平時に親衛隊と
守備隊のため砲座Platformsと馬車Carriagesを維持するため，割り当てられる必要があるこ
と」，と。この合計額は，￡588,680である。
このような議決をへて，同4月20日，
「議定費が海軍のために与えられる」旨の動議が出され，
以後，全院委員会で審議されることになった。そして25日，委員会報告を受けて本会議は，民
事統治費と海軍議定費について次のように決議した。すなわち，決議1「公的歳入から，民事統
治―それには摂政女王Queen-Regent，皇太后，デンマーク王子と王女，marreschal Schomberg
に割り当られるものを含む―の費用のために，年間￡600,000の金額が割り当てられること」
，
決議2「海軍の要求とサービスのために，￡700,000の金額を超えない議定費が与えられること」
，
と16)。両者の合計額は先の￡1,200,000を超過するのであるが，こうして，いわゆる「シビル・リ
スト」としての年間￡600,000とともに，海軍議定費￡700,000が議決されたので，次にはその財
源の調達方法が審議されるのである。
（3）1689年5月7日対フランス戦争宣言と王国の防衛のための1年間「ポンド当たり12シングの
援助金」譲与法の成立（6.22）に至る経緯。
4月30日，「財源」について，本院は海軍の議定費のための金銭を調達する方法を設定するた
め，全院委員会に移行し，議長が退席してハムデンが委員長席に就いて審議を開始した。その
委員会報告を受けて，本会議は，次のように（実現した決議のみを列挙すると）決議した。す
なわち，
・・・決議3「海軍の議定費のための￡700,000の調達のため，
『ビール，エールその他の
酒類に対する追加的消費税』と題されたチャールズ2世治世29年［＝1677年4月1日成立］の法律
における税率に従って，1689年6月24日から開始する３年間，追加的消費税がビール，エールそ
の他の酒類（コーヒー，チョコレートと茶を除く，また醸造されて販売される蒸留酒Strongwater or Aquq Vitaeを除く，またローワインズを除く）に対して賦課されること」，また「法務
長官Attorney Generalと法務次官Solicitor General及びバーチColonel Birchが追加的消費税を賦
課するための法案を作成し上程すること」，と。これを受けて法案が提出され，それが，結局，
表1−1に表示したように，7月25日，「ビール，エールその他の酒類に対する追加的消費税のた
めの法律」17)として成立した。
海軍議定費のもう1つの財源の決議を検討するためには，それに先立ち，対フランス戦争宣言
に言及する必要がある。まず4月25日，庶民院は「フランスとの戦争を求める庶民院の上奏文」
Address of the Commons for a War with Franceを提出し，その中で，「陛下がフランス国王と
戦争を始めることが適切であると考える時，われわれは議会的方法で，陛下が（全能の神が陛
下に与える保護と祝福の下で）その戦争を完遂しうるのを可能にするような援助を陛下に与え
16)

続く27日，民事統治について更に詳細に，次のように決議した。決議１「年間￡1,431.12s.になる永久
年金perpetuitiesが民事統治の費用の一部であること」，決議２「皇太后への年間￡18,209.15s.4d.の金額
が民事統治の費用の一部であること」，決議３「裁判官，大法官府主事及びウエールズ裁判官のため年間
￡13,800の金額が民事統治の費用の一部であること」，決議４「年間￡338になる関税等からの永久年金
（Colonel Fairfaxの相続人への年間￡100を除く）が民事統治の費用の一部であること」，決議５「デンマー
ク王子と王女への支給が民事統治の費用の一部であること」，と。
なお，このような決議に基づいて7月15日に「収入を設定する法案」が上程され第１読会を読まれたの
であるが，
（戦時の故に）立法化されるには至らなかったのである。
17) An Act for an Additionall Duty of ［Excise］ upon Beere Ale and other Liquors（Will.& Mary,Sess.1,c.
24）
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ること」を約束した18)。この「本院が援助を与える保証」によって鼓舞されて，5月7日，
「陛下
がフランスとの戦争宣言を発する」ことを，枢密院議員の1人であるハムデンが本院に知らせた。
こうして「対フランス＝ファルツ継承戦争」が開始したのである。
これを受けて10日，本院によってすでに議決された金銭を調達する方法を審議し，また更に
海軍のための議定費の審議を進めるため，全院委員会に移行して審議し，その報告に基づいて，
本会議は，
［従来の特定金額をカウンティ「割当」によって割当＝査定する援助金譲与とは異な
り］，1年間，「ポンド当たり税率」による援助金譲与を次のように決議した。
「現在の本当の価値present true intrinsick Valueに従って，市，バラ，町における
すなわち，
全ての土地と家屋に対して，1年間，ポンド当たり12ペンスの臨時税Subsidyが陛下に譲与され
ること；同様に，世帯道具と家畜以外の全ての人的財産に対して；及び陸軍と海軍での軍務職
以外の役職と利益ある雇用に対して，本当の年利益true yarly Profitに従って，1年間，ポンド当
たり12ペンスのそれが譲与されること」，と。このように課税対象が，土地と家屋，人的財産，
そして役職の3種類であることに留意しておきたい。
続いて13日，そのための法案を法務長官と法務次官が［作成し］上程することを命じた。こ
れを受けて23日，「議定費法：地租」として，法案が提出され，それが6月17日，庶民院を通過
し，20日，修正等なしに貴族院を通過して，表1−1に表示したように，6月22日，「王国の必要
な防衛のため，１年間，ポンド当たり12ペンスの援助金を両陛下に譲与するための法律」19)とし
て成立した。こうして（防衛のための議定費議決に対応して）
「1年間」を限度とする「ポンド
当たり12ペンスの援助金」譲与法が制定されたのである。
同法は，課税対象と税率について，最初の制定する条項では「
（負債等の支払い後の）人的財
産に対して，その年利益yearly Profitに従って￡当たり12ペンス［＝5％］
；すなわち，このよう
な財産の価額100ポンド毎に6シリング」であること，続いて第II条「役職に対して20シリング毎
に12ペンス［＝5％］」
，また第III条「土地，鉱山の賃借料Rents of Lands, Mines，10分の1税
」であることを規定する。
Tythes等に対して20シリング毎に12ペンス［＝5％］
さらに，
「貴族」身分の自己課税権との関連では，第V条「両陛下が本法を実施するための［査
定］委員会を任命する」旨を規定しており，そのため，貴族院では貴族の自己課税権が問題に
ならなかったことに留意しておきたい。加えて，借入条項として，第XXIV条「人は本法に基づ
いて国王に金銭を７％で貸し付けてもよい，このような金銭は査定されない」ことを規定して
いた20)。借入利子として，今や７％が必要であった。
（4）アイルランド鎮定のための人頭税法の成立（5.1）と，追加的人頭税法案をめぐる貴族院と
の対立（5.31，法案放棄）に至る経緯。
最後に，アイルランド鎮定のための人頭税法の成立と，それに続く法案との関連で発現した
「貴族」の自己課税権をめぐる両院の対立の経緯を検討しておきたい。
まず，3月8日，貴族院で国王は，援助金を求める「勅語」の中で，
「アイルランドの嘆かわし
い状態」の鎮定に20,000人以下でない騎兵と歩兵が必要であること，また費用が多額になるこ
18)

Cobbett's Parliamentary History of England, from the Norman Conquest,in 1066, to the Year 1803,
Vol.V,p.234.
19) An Act for a Grant to Their Majestyes of an Ayde of Twelve pence in the Pound for One Yeare for the
necessary Defence of Their Realmes（Will.& Mary, Sess.1,c.20）.
20) この「ポンド当たり12ペンスの援助金」
（First aid for 12d. In the Pound for 1689）の税収結果は，￡496,
108.6s.1d.であった。Cf.A.Browning,ed.,English Historical Documents 1660-1714,1966,p.339.
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とを告げた。これを受けて庶民院では，21日，全院委員会での審議後，その報告に基づいて，
「アイルランドを鎮定するため議定費が陛下に与えられる」旨の動議が出された。翌22日，この
動議に基づく全院委員会審議の報告を受けて，本会議は，アイルランド鎮定の議定費について，
次のように決議した。
すなわち，決議1「アイルランド鎮定のため，6ヶ月間，22,330人の兵士と士官の維持及び同一
に属する臨時出費のための，￡302,361.17s.10と1/2d.の金額の議定費が陛下に与えられること」，
決議2「前述の金銭賦課と軍隊輸送のため￡27,451.13s.4d.の金額の追加的議定費が陛下に与えら
れること」
，決議3「前述軍隊の使用のため，兵站部による大砲その他必要品の支給のため，￡81,
935.17s.3d.の金額の追加的議定費が陛下に与えられること」
，決議４「その後，もしもアイルラ
ンでの戦争が長く続くならば，更に6ヶ月間，前述軍隊に支払うため，また臨時出費のため，同
，と。決議１〜3の合
様な￡302,361.17s.10と1/2d.の議定費が譲与されることが必要であること」
計額は約￡411,747である21)。
この議定費の議決を受けて，4月4日，アイルランド鎮定のため，陛下に与えられる議定費を
調達するための方法を審議する権能を付与された全院委員会の報告に基づいて，本会議は「ア
イルランドを鎮定するため，税が人頭税法案によって陛下に与えられること」を決議した。続
いて，人頭税法案を構成する諸項目を審議するため全院委員会に移行して審議し，その決議報
告に同意したのち，本会議は「法務長官と法務次官が，前述の諸項目にもとづいて，前記法案
を作成し；迅速に本院に提出すること」を決議した。
これを受けて13日，人頭税法案が提出され，それが26日，庶民院を通過した後，貴族院に送
付されたのであるが，貴族院での同法案審議において，特に注目しておきたいことは，同26日，
・

法案の第1読会が読まれたのち，翌27日，法案の第2読会と第3読会が読まれ，どんな修正等もな
・

・

しに，
「法案が通過すること」が可決されたことである。従って，この人頭税法案の場合，王政
復古期における（前掲拙稿で検討した）1660年法及び1666年法の場合22)と異なり，また同様な
21)

このようなアイルランド鎮定のための議定費審議と並行して，表1−1に記載しておいたように，4月3
日，最初の「抗命処分法」，正式には，
「両陛下の軍務に抗命する又は脱走する将校又は兵士を罰するた
め の 法 律」An Act for punishing Officers or Soldiers who shall Mutiny or Desert Their Majestyes
Service（Will.& Mary, Sess.1,c.5）が制定された。
確認しておくならば，同法は，最初の制定する条項で，その理由を次のように規定する。すなわち，
（1）
「平時に王国内で常備軍を徴集し又は維持することは，もしも議会の同意を得ていないならば，法に
反する」が，
「この危急事態の間，王国の安全のため，新教の共同防衛のため，そしてアイルランドの鎮
定のために，目下進軍中の軍隊それぞれが継続され，またその他が徴集されることが両陛下と現在の議
会によって必要であると判断される」こと，また（2）
「いかなる人も，軍法会議によって，又は彼の同
輩の判断による，またこの王国の周知の確立された法に従う以外の方法で，生命又は手足を奪われ，又
「にも拘らず，この軍務上の緊急事態の間，目下の又は徴集
はいかなる種類の罰にも従わされない」が，
されるような軍隊を維持するためには厳格な規律が順守されること，しかも両陛下の軍務に抗命又は煽
動又は脱走する兵士を通常の形態の法律が許すよりもより懲罰的で迅速な罰に従わせることが必要で
ある」，と。その上で，第II条は，このような兵士が「死刑又は軍法会議によって科されるようなその他
の罰を受ける」ことを規定したのである。
なお，同法の場合，第VIII条「本法は1689年11月10日まで実施される」と，半年間実施される旨を規
定していたのであるが，後続法の継続期間についていえば，表1の関係法の末尾に記載したような経緯
をへて，1693年3月14日制定の1693年度法からは翌年3月1日（また1695年度法からは翌年4月10日）まで
の「1年間」を限度として毎年，制定されてくるようになるのである。
22) 前掲拙稿「王政復古期イングランド議会における予算の審議過程」
，167〜168，174頁。なお，この
1667年人頭税の税収結果は￡246,000であった。Cf. G.D.Chandaman, The English Public Revenue 16601688, Oxford,1975,p.181.
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1678年法の場合23)とも異なり，貴族の自己課税権を表現する修正条項は挿入されなかったので
ある。（このことが続く法案での両院間での対立点の1つになることに留意しておきたい。）
このようにして法案が両院を通過したのちの5月１日，庶民院議長は，貴族院で法案を陛下に
提出する際の演説の中で，庶民院が「アイルランドの嘆かわしい状態」を真剣に審議し，この
「王国を鎮定する必要性」
，そのための「多額の経費」を認めて，この「人頭税法案」による援
助金を「この要求に基づいて即金を調達する最も迅速で効果的な方法」と見做して，譲与する
こと，更に「継続する限り戦争費用に比例するような追加的援助金を支給することを約束する」
旨を表明した。続く裁可を受けて法案は，表1−1に表示したように，同日，
「アイルランドを鎮
定するため，人頭税及びその他によって金銭を調達する法律」24)として成立したのである。
同法は，課税対象と税率について，最初の制定する条項では，人的財産の価額「100ポンド毎
に10シリング」
［当時の最大利子6％での仮定年利得6ポンド当たり10シリング［＝約8％］］であ
ること，また第II条「先の［1689年3月21日に成立した］法律1 W. & M. c. 3.の月割査定税を支払
う公的役職の場合，その役職の利得のポンド当たり12ペンス［＝5％］」
，「月割査定税を賦課さ
れない公的役職の場合，その役職の利得のポンド当たり3シリング［＝15％］」と規定する。
また貴族の査定額について，第V条「貴族等による支払の査定額」では,王国に居住する公爵
￡50，侯爵￡40，伯爵￡30，子爵￡25，男爵￡20等と，また第VII条「高位聖職者による支払の
査定額」では，大司教￡50，司教￡20，主席司祭￡10等と規定する。
更に，（
「貴族」の自己課税を表現する条項の代わりに）人的財産等の査定「委員会」につい
「前述
て，第XII条「先の法律1 W. & M. c. 3.下の一定の委員が本法下の委員会となる」として，
のように限定された各金銭額のよりよい査定と賦課のため，また本法のより効果的な執行のた
め，［1689年3月21日に成立した］現在の援助金を両陛下に譲与するための法律と題された現議
会会期の法律［1 Will. & Mary c.3］によって，委員会であると指名された人々のうち，イングラ
ンド国璽の下で前記両陛下によってその目的のために指名されたような人が本法を執行するた
めの委員会となる」ことを規定している。（この規定について，後述する「追加的人頭税法案」
をめぐる貴族院との対立の中で庶民院が言及してくるので留意しておきたい。
）
また借入条項として，第XXV条「本法の信用に基づいて［収入見積もりである］￡300,000を
超過しない金銭を貸し付ける人が［7％の利子付きで］債務割符を受ける」ことを，「海軍又は
兵站部に財貨を支給する人がその［納品］証明書に基づいて支払い指図書Warrant for Payment
を受ける」こととともに規定している25)。
この1689年人頭税法成立に続いて，翌2日，庶民院においては，この「継続する限り戦争費用
に比例するような追加的援助金を支給する」べく，｢追加的人頭税のための法案｣が上程され，
6日，その第3読会が読まれた後，本会議は，｢法案が通過すること；また表題が「
『アイルラン
23) すなわち，1678年3月20日に成立した「陛下がフランス国王と実際に戦争するのを可能にするため人
頭税その他によって金銭を調達するための，またフランス商品を禁じるための法律」An Act for raising
Money by a Poll and otherwise to enable His Majestie to enter into an actuall Warr against the French
King and for prohibiting severall French Commodities（29 & 30 Charles II,c.1）であるが，同法において
も，貴族院の修正により，貴族の自己課税権能を表示する条項として，とりわけ，XXⅢ条「貴族は本法
で指名される人々によって査定される」こと，及びXXⅣ条「貴族の税は貴族達によって指名される徴
収者によって受領される」ことが規定されていたのである。なお，この1678年人頭税の税収結果は
￡261000であった。Cf. G.D.Chandaman, op.cit.,p.188.
24) An Act for raising Money by a Poll and otherwise towards the Reduceing of Ireland（Will.& Mary,Sess.
1,c.13）
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ドを鎮定するため，人頭税その他によって金銭を調達するための法律』と題された法律に対す
る追加的法律」であること」を決議した。
続く貴族院でのこの「追加的人頭税法案」審議について，封建王政以来の「貴族」の自己課
税権との関連で注目していきたい。まず8日，貴族院で法案の第1読会と第2読会が読まれたの
ち，｢法案が次の貴族〔28人の全院委員会〕に付託されること」が命じられた。翌9日，その審
議報告として，デラメアLord Delamerは，
「貴族自身の指名する委員会Commissionersによって
貴族に査定し課税するため，また貴族の査定と税を受領する徴収官a Collectorを指名するため，
同様な場合における以前の先例に従って，小修正をして１条項を作成した」ことを報告し，そ
れが「同意」されたのち，｢法案が修正付きで第3読会を読まれること」が命じられて通過し，
庶民院に返付された。
これを受けて，同9日，庶民院は，貴族院の修正条項，すなわち「貴族院が彼らの役職及び人
的財産に関して自ら査定するための委員会を任命するための；また彼らの査定額Assessment
を受領する徴収官を任命するための，条項を挿入すること」に「本院が同意する」ことを「否
決」したのち，
「（リーSir Tho.Lee他11人又はそのうち3人からなる）委員会が，本院が前述修正
で貴族院に同意しない理由を作成するために任命されること」を決議した。
そして15日，同委員会からの報告として，ウィリアムズSir William Williamsは，「
『アイルラ
ンドを鎮定するため，人頭税その他によって金銭を調達するための法律』と題された法律に対
する追加的法律と題された法案に対する修正で貴族院に同意しない諸理由」を，
（後述する「庶
民院の古来の疑いのない権利」の観点から）実に長文であるが，次のように報告した。
すなわち，（1）貴族院は，次の条項，すなわち，貴族院が彼らの役職及び人的財産に関して
自己査定する委員会を指名し，
・・・そして彼らの査定額を受領する徴収者を指名するための条
項を挿入する。（2）貴族院は，本法案におけるこの条項によって，アイルランドを鎮定するた
め人頭税その他によって金銭を調達するための現議会のもう１つの法律［＝5月1日成立の人頭
税法］において，彼らの役職及び人的財産のために貴族を査定する人々を指名する；・・・ま
た更に，王国の貴族が人頭税によって金銭を調達するため前記法律によって賦課される税が貴
族によって指名される徴収者によって受領される；この徴収者は同一物を陛下の財務府受領部
に払い込むことを宣言する。（3）人頭税によって金銭を調達するための前記法律は，アイルラ
ンド鎮定のため国王と女王への援助金のために，王国の臣民に対する金銭の調達と賦課のため
の法律である；また議会で臣民に対して調達又は賦課される全ての金銭，援助金及び税は，議
会における庶民院の譲与Gift and Grantであり，議会における庶民院によって贈与される；また
25)

この1689年人頭税の税収結果は，￡288,438.2s.1.5d.であった。Cf. A.Browning, ed., English Historical
Documents 1660-1714,1966,p.340.
なお，
「人頭税」が人的財産と公的役職にも課税する点で，先の「ポンド当たり12ペンスの援助金」等
と類似しているのあるが，後者の場合，厳格な査定上の困難性のために，結果として人的財産は非常に
過少査定され，また土地は異なる地区で非常に異なる査定額を支払うことになったので，それに対する
「補完税」Supplemental Taxesが，
「人頭税という不正確な名称」inaccurate name of Poll Taxesによって，
殆ど毎年譲与されてくることに留意しておきたい。Cf.W.Kennedy, English Taxation 1640-1799:An
Essay on Policy and Opinion,London，1913，p.45．
また，この時期の「人頭税」については，
「地租」とは対照的に，わが国で研究が殆ど全く欠落してい
るのである，具体的内容とその相互比較のためには，T.Arkell,“An Examination of the Poll Taxes of the
Later Seventeenth Century,the Marriage Duty Act and Gregory King”，in Surveying the People : the
Interpretation and Use of Document Sources for the Study of Population in the Later Seventeenth
Century, edited by Kevin Schurer and Tom Arkell,1992，pp.146-151に掲載の「表1」を参照されたい。
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常に，憲法と古来のコースと議会の法によって，またイングランドの庶民院の古来の疑いのな
い権利によって，議会における庶民院の単独の完全なる譲与Gift，Grant and Presentであった
し，あるべきであり，また庶民院が同一物を命じ，限定し，指定し，また修正するように，公
的サービスと政府の使用のために，設定，査定，調達，徴収，支払い，賦課，そして報告され
る：また貴族院はどの部分であれ庶民院のこのような譲与，限定，指定又は修正を変更すべき
ない，或いは臣民の軽減のためであれ，変更又は修正なしに，全体として同一物を通過又は拒
否する以外，このような法案に異議を差し挟むべきでない。国王と女王たちが，憲法と議会の
法によって，庶民院からのこのような譲与を全て受ける，又は全て断つ；一部を受け一部を断
ち得ないように；貴族院は減少又は変更なしに全てを通過させるか全てを拒否すべきである。
（4）貴族院は，この条項で憲法，古来のコース，議会の法に反して，彼らの役職及び人的財産
のために区別なしに全ての貴族を査定するため，この条項で一定の貴族たちを委員会に指名す
ることによって，この法案において多くの実質的変更を制定するだろう：この法案では誰であ
れ人又は人々を査定するために，どんな委員会も庶民院によっては指名されず，法案が表現す
るように，委員会を指名することを国王に委ねているのに対して。またこの条項は貴族が別様
には査定されないことを制定する；これはこの法案における庶民院による査定の方法を排除す
る。
（5）また，法案―そこでは貴族の役職及び人的財産は，関連と言及があるとしても，決し
て賦課されないのだが―に挿入され１条項で，単にこの現議会で既に可決されたもう１つの法
律における課税と手続きの方法を変更するのみならず；提案されたこの条項での変更又は修正
なしに，聖俗貴族の同意によって通過したまさにあの法律をも変更する。・・・
（6）また，こ
の条項は，貴族のための徴収者の指名で，また彼らの税の財務府への支払いで，既に通過した
前記法律を変更する：この新しい手続きの方法は，もしも承認されるならば，援助金と議定費
を国王に譲与する上で，またこのような譲与における議会のコースで，庶民院の古来の疑いの
ない権利を非常に弱めるに違いない；また議会における庶民院の権利に反対して，以後，先例
になるかもしれない，と。
このような「庶民院の古来の疑いのない権利」の観点からの報告に対して，本会議［＝仮議
・ ・

・

会］は，
［そのまま議決＝同意することなく］｢前記理由が同一委員会に再付託｣されることを決
議し，また，新たに｢3人が追加される」ことを命じた。また18日には更に「法務長官，法務次
官，その他2人が加えられること」を命じた。
こうして22日，今度はリトルトンSir Thomas Littletonが同委員会からの報告として，同じく
「法案に対する修正で貴族院に同意しない諸理由」を，実に簡潔に，次のように報告した。すな
わち，
「その条項に庶民院は同意しない。1，けだし，今問題の法案は庶民Commonersのみに課
税する故に。2，けだし，すでに通過した人頭税法案は，すべての貴族階級Nobilityに課税する
26)

その内容は基本的には繰り返しであり，実に冗長ではあるが，次のように報告した。
すなわち，（1）この［現］追加的人頭税法案において，庶民以外の誰も課税されなかった；それ故，
貴族院は，その法案に介入して，貴族に課税しない法案で貴族に課税する委員会を指名するどんな理由
も持たないと推断すること。（2）通過され，貴族院によって同意された［5月1日成立の］以前の人頭税
法案において，彼らに課税する委員会の指名の欠如のための不作為はなかった：しかし，この［5月1日
［その結果と
成立の］他法案の通過時に，両院の同意によって，その［委員］指名が国王に委ねられた；
して］実にそのように抑制されたので，国王は彼ら［委員］を［先立つ3月1日成立の］援助金法におけ
る委員会の中から指名することになった：しかし，彼ら［査定委員会］は全ての国王の臣民である貴族
と庶民に課税することになった：また貴族院はその法案を通過させたので，庶民院は，彼らがこの事柄
で自ら結論を出していたと考えた；また貴族院が続く法案で以前の法案の欠陥を埋め合わせると考える
ことは困難だったこと。（3）貴族院は次のように言った，彼らは急迫する要求という理由により，迅速
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ことを十分に規定した；それに貴族院は同意していた故に」，と。先の憲法的観点から，今や，
単なる審議技術的な観点に限定されるに至ったといえよう。
同22日に開催された両院協議会で庶民院はこの「同意しない諸理由」を提出したのである。
それに対して，同日，貴族院では，ノッティンガムEarl of Nottinghamから｢追加的人頭税法
案についての協議会の報告｣を受けたのち，貴族院はこの条項を削除することで「庶民院に同意
しない」こととした。
そして24日，
「追加的人頭税についての協議会のための諸項目」のため，
（8人の）貴族［から
なる委員会］を，本院が追加的人頭税法案において本院によって作成された条項を削除するこ
とで庶民院に同意しない理由を作成するために任命した。翌25日，同委員会からの報告として，
サルム司教Lord Bishop of Sarumは，
「貴族院が追加的人頭税法案に対する修正を主張する諸理
由」を次のように報告した。
すなわち，（1）同一会期に通過した他の法律で，省略された，或いは悪く表現されたものに
ついて説明的法律を通過させることは議会の普通のコースであること：またその種の１つがこ
の現会期に通過していたこと。（2）庶民院は，この法案でサージャント・インSerjents Inn，及
びインズ・オヴ・コートInns of Court［法曹学院］とインズ・オヴ・チャンサリInns of Chancery
［アトニ―法曹院］を取扱うこと，それらはそれ自身の成員たちによって査定されるべきである
こと；またそれらとイングランド貴族の間にどんな区別もないので、貴族は彼ら自身の院にい
るもの以外によって査定されるべきではないこと。
（3）貴族院は，アイルランドを鎮定するた
め通常ならざる熱意から，
（この人頭税法案は庶民院から余りにも遅く送付されたので彼らは
その全ての部分を熟考する十分な期間を持たなかった，たとえかくも急迫した必要がそれを許
しただろうとしても）この不作為Omissionをした；それは，その理由のために貴族院の侵害
Prejudiceにすべきではない；それは彼らの疑いのない権利であり，それは以前の全ての人頭税
法案で保持されている；また特に，チャールズ2世の治世29年に通過した最近の法案〔1678年3
月20日成立の「陛下がフランス国王と実際に戦争するのを可能にするため人頭税その他によっ
て金銭を調達するための，またフランス商品を禁じるための法律」
（29 & 30 Charles II,c.1）〕に
おいて；その法案の但書は今提出された但書と同一の用語で表されたこと，と。これらの理由
に，本院は「同意」した。
27日に開催された両院協議会で，貴族院はこの「修正を主張する諸理由」を提出したのであ
る。
これに対して，31日に開催された自由協議会からの報告として，庶民院でリトルトンは，ま
ず，｢庶民院が追加的人頭税法案に提案された条項を追加する貴族院に同意しない諸理由を主
張した」ことを報告した26)。続けて，リトルトンは，同じく自由協議会からの報告として，貴族
な処理を与えたいと望んで，不適切にもこの以前の法案を通過させていたこと；また彼らは，それによっ
て，委員会を指名したかもしれないところの多数の先例をもった；しかし，彼らはそれを以前の法案で
は看過した，またそれらが彼らの侵害になると考えることは困難だった，と。（4）庶民院は次のように
回答した，彼らにたとえ委員会がまったく指名されないというような不作為があったとしても，庶民院
は，貴族が課税されないことよりもむしろ，貴族院が委員会を指名すべきであることに同意しただろう：
しかし，以前に委員会があった；また庶民院は，それがその法律を撤廃するのに大いに役立ったと考え
た；というのは，以前の人頭税法案で指名された委員会は，おそらく，彼らの役職に基づいて指名され，
そして貴族に課税しただろうが故に：それ故に，もしもこれらの委員会が，その法律が有効でありまた
貴族院が同意したように，彼らに課税する権限をもつならば，庶民院は，それは，少なくともその程度
まで，その法律の撤廃であろうと考えた；というのは，以前の法律によって権限をもつ，彼らの権限は
止むに違いない故に。・・・総じて，庶民院は同意するかしないかを貴族院が審議するのに委ねた，と。
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院について，次のように報告した。
すなわち，ロチェスターthe Earl of Rochesterが貴族院のためにそれを運営し，そして次のよ
うに言った，
「彼が最近の自由協議会から，庶民院によって与えられた諸理由と彼ら自身のそれ
を彼らの院に報告した：それに対して，同一物を審議し，貴族院は彼ら自身の諸修正に固執す
る決議をしたこと：またロチェスターがその理由を与えた；というのは，彼は言った，以前の
人頭税法案では，貴族院は彼ら自身の委員会を指名する権利をもった：また彼らはこの以前の
法案を迅速に処理する熱意からそれを省いていたのだが；だが彼は後に言った，庶民院がこの
追加的法案において他法案における以外の委員会が作られるように配慮したので，それを口実
として彼らは彼らの権利を回復し始めた；そして彼らはこの条項に固執していた」
，と。
この報告を受けて，庶民院本会議は，｢本院は貴族院によって提案された修正なしに，法案に
固執すること」を決議した。また，それを貴族院に知らせる書信Messageを今や貴族院に送付
することも。
これに対して，同31日，貴族院では，｢追加的人頭税法案についての協議会の報告」として，
ロチェスターは報告した。庶民院は自由協議会で主張する，追加的人頭税のための法案に対す
る貴族院修正の承認は，ある方法ではその税のための法案を撤廃するだろう；またそれ故に貴
族院の修正には同意しない，と。この報告を受けて，貴族院は，｢本院は修正に固執すること；
またこの決議がある自由協議会で表明されること」を命じた。
これに対して同31日，庶民院は貴族院に対して，
「庶民院は追加的人頭税法案における貴族院
の修正に同意しないことに固執すること」を知らせた。

・

・

以上の経緯を経て，庶民院は，結局，この追加的人頭税法案を「放棄」したのである27)。庶民
院が「庶民院の古来の疑いのない権利」を貴族院の修正に対して断固として主張してくるため
には，仮議会ではなく，選挙による新議会が必要となるのである。

Ⅲ

仮議会第2会期（1689年10月19日〜1690年1月27日）
及び第2議会第１会期（1690年3月21日〜5月23日）
：1690年度予算審議

名誉革命（＝新国王と女王の即位）後の1689年度予算審議において導入されはじめたところ
の，庶民院の要求による1689年度海軍「歳出予算」の提出，対フランス戦争宣言後，それに対
する「1年間援助金譲与法」の制定という，いわば年度毎の予算審議過程は，その後，
「対フラ
ンス＝ファルツ継承戦争」
（及びアイルランド鎮定戦争）の本格化とともに，どのように進展し
てくるのであろうか。続く，仮議会第2会期（1689年10月19日〜1690年1月27日）及び第2議会第
１会期（1690年3月21日〜5月23日）を一括して，1690年度予算審議として検討していきたい。
［Ａ］仮議会第2会期（1689年10月19日〜1690年1月27日）の場合
（1）勅語と￡2,000,000の「信用議定費」の議決
新年度初めの1689年10月19日，貴族院での会期開始の「勅語」の中で国王は，前年度会期に
求めた「多額の議定費」が「諸君の助言と援助の保証を得て私が始めた戦争を遂行する」目的
のためであったことを指摘したうえで，
「次年度のため，
戦争費用として与えるのが適切である」
ものが迅速に決定されることを求めた。加えて「すでに与えたものからどれほど金銭が使われ
27)

W.R.Ward, English Land Tax in the Eighteenth Century,1953,p.17.
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たのか」を確信させるために「会計Accomptsを諸君に提出させることを命じた」ことも知らせ
た。
これを受けて24日，庶民院では全院委員会審議の報告に基づいて，
「本院は陛下をアイルラン
ド鎮定で，また海外で同盟者とともに対フランス戦争の強力な遂行で援助すること」を決議し
たのち，
「議定費が陛下に与えられる」旨の動議が出された。それに基づいて本会議は，まず「大
蔵委員会Commissioners of the Treasuryの1人であるケーペルSir Henry Capellが昨年度の軍事
費用の会計を提出すること」を命じるとともに，枢密院顧問官であるような議員による国王へ
の「上奏文」Addressとして，
「次年度のための軍事計算書a State of the Warが本院に提出され
るべく作成することを陛下が命じること」を決議した。このように庶民院が上奏＝要求したこ
とに留意しておきたい。
こうして翌11月1日，まず，ケーペルが本院に，歳入によって生じる金銭と，前渡金によって
それから支出した金銭について2つの会計（すなわち，1つは1688年12月28日から1689年6月24日
までの会計，他は1689年6月24日から9月29日まで会計）を提出した。次に，王命によるとして，
ラネラEarl of Ranelaghが本院に，
「地上軍について次年度陸軍計算書」State of the War for the
ensuing Year（すなわち，イングランドでのイングランド軍のため，イングランドでのオラン
ダ軍のため，オランダでのイングランド軍のため，アイルランドでの軍隊のためのもの）を提
出し,リーSir Thomas Leeが本院に，「次年度海軍計算書」State of Navy for the ensuing Yearを
提出し，そしてグッドリックSir Henry Goodrickが兵站部計算書を提出した28)。これらの計算書
のすべてが読まれた。さらに，本会議は「（シーモアSir Edw. Seymor他55人からなる）委員会
が，昨年度軍事経費を検討し本院に報告するために設置されること」を決議した。
翌2日，議定費についての全院委員会審議の報告に基づいて本会議は，
「アイルランドの鎮定
に，また次年度，海外同盟者とともに海上と陸上双方で対フランス戦争の強力な遂行に加わる
ために，￡2,000,000の金額を超えない議定費が両陛下に与えられ，公的収入に加えられること」
・

・

・

・

を決議した。こうして，初めて，
（使途を限定しない，一括額での）いわゆる「軍事信用議定費」
War Vote of Credit29)が議決されたのである。
（2）議定費（調達）の議決
続いて，その財源について，陛下に譲与された議定費を調達する方法を審議するための全院
委員会の審議報告に基づいて本会議は，7日の人頭税に関連する決議30)に続いて，9日には，地租
に関連する決議を次のように決議した。すなわち，
「両陛下に与えられる議定費を調達するた
め，￡1,400,000を超えない金額が土地に賦課されること」，「土地に賦課される金額はポンド当
たり税率a Pound Rateの方法によって調達されること」，
「前記ポンド当たり税率は，ポンド当
たり12ペンスの援助金のための［＝1689年6月22日成立した］最近の法律によって賦課された全
ての人と財産権に対して，
［カウンティ］割当での負担と一緒に，1年間，ポンド当たり2シリン
グであること」等を決議し，加えて，｢法務長官と法務次官が前記決議に基づいて諸法案を作成
し上程すること」を命じた。
28) ただし，これらの「計算書」に関する数量的記載は，依拠している『庶民院議事録』には全くないの
で，金額等は不明である。
29) Cf. House of Commons Parliamentary Papers 1868-69,Vol.XXXV, Public Income and Expenditure,
Part II [366-I] ,Appendix 13. Explanatory and Historical Notices of the Several Heads of Public Income
and Expenditure, included in the Preceding Accounts, from 1688 to 1869, and of Matters relating to these
Financial Accounts〔以下では，H.W.Chisholm’s Returnと略記する。〕，p.687.
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この決議に基づいて，19日，｢1年間，ポンド当たり2シリングの援助金を両陛下に譲与する法
案｣が提出され，翌20日にその第2読会が読まれた後，全院委員会に付託されたのであるが，そ
の審議報告に基づいて，22日には，査定委員会に関して，本会議は「本院議員が，
［査定委員と
して］仕えるカウンティと場所の名称及び陛下に譲与されるポンド当たり2シリングの援助金
を査定する委員Commissionersであるのが適切であるような人の目録を提出すること」を決議
した。
（3）法案審議と12月16日「ポンド当たり2シリングの援助金」譲与法の成立
続いて，譲与金からの支出の特定割当に関して，12月7日，本会議は「前記法案によって与え
られる金銭のある部分を，水兵に支払うことと海軍のための糧食と備品を支給することに割り
当てる条項が導入されること」を決議し，加えて「サシュヴェレルMr.Sacheverellと法務長官が
このような条項を作成し上程すること」を命じた。そして9日には，具体的に，
「割り当てられ
る金額の空白は￡400,000で埋められること」，
「水兵に支払うために割り当てられる金額の空白
は￡200,000で埋められること」，｢海軍のための備品を支給するために割り当てられる金額の空
白は￡100,000で埋められること｣，そして｢前記条項が法案の一部にされること」を決議した。
こうして特定の割当条項が挿入されてくるのである。
このような法案が11日に庶民院を通過し，
続いて14日には貴族院を修正なしに通過したので，
16日，貴族院で庶民院議長が陛下に法案を提出したのであるが，その演説の中で，法案につい
て次のように説明した。すなわち，
「庶民院は，陛下が今従事する戦争の遂行のために担う多額
の必要な経費を考慮して，今会期の最初の会合で，全院一致で両陛下に￡2,000,000の議定費を
贈与することに同意しました。それの最大部分を，この必要のために現在金銭を調達する最も
迅速で効果的な方法として，彼らは彼らの土地に賦課することを決定しました」，と。同日，同
法案が「１年間，ポンド当たり2シリングの援助金の両陛下への譲与のための法律」31)として成
立したのである32)。
この「ポンド当たり2シリングの援助金」譲与法は，課税対象と税率について，最初の制定す
る条項で「人的財産の年価値yearly Valueに対して1年間，ポンド当たり2シリング［＝10％］」
30) 人頭税に関する決議について，具体的にいえば，決議1「アイルランド鎮定と対フランス戦争遂行のた
め，両陛下に与えられる議定費を調達するため，人頭税が見直しされること」，決議2「同一法案におい
て，20シリングの税が純人的財産￡300に値する全ての店主，商人，細工人に賦課されること」，決議3
「前記議定費を調達するため，￡100,000の税がユダヤ人に賦課されること」であり，続いて｢法務長官と
法務次官が前述決議に基づいて諸法案を作成し上程すること」を命じた。
更に，貴族の自己課税権との関連で付言しておくならば，この決議に基づいて提出された法案が，翌
1690年1月27日，
「両陛下に譲与された最近の人頭税の見直しのため，及びアイルランド鎮圧のための追
加的人頭税のための法律」An Act for Review of the late Poll Granted to Their Majestyes and for an
Additionall Poll towards the Reduceing of Ireland（1 Will.& Mary,Sess.2,c.7）として成立したのであるが，
裁可に先立ち，陛下に同法案を提出する演説の中で，庶民院議長は次のように法案を説明した。すなわ
「庶民院は，以前に陛下に議定費を人頭税の方法によって譲与しました，またそれを査定するために
ち，
任命された人々によって王国の種々の部分で非常に不公正に執行されたという不平を受けたので，彼ら
［庶民院］はそれの見直しのための法案を，以前の法律で省かれた人々に対する新税とともに，作成しま
した。また委員会の指名を陛下に付託しましたので，陛下が本法でその任務に用いられる人々が，全て
の人が彼の正当な割当にしたがって査定されるべく，厳密に配慮するように命令することを望みます，
と。
「委員会の指名を陛下に付託」する旨を規定していたので，貴族院は修正なし
要するに，本法の場合，
に同法案を通過させたことに留意しておきたい。
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の譲与，また第II条「（陸軍と海軍役職等を除き）役職者とその書記はその手数料又は利得に対
してポンド当たり2シリング［＝10％］を支払う」こと等と規定する。
また借入条項として，第XXV条「金銭が本法を担保にして年間7％で国王に貸し付けられて
もよい｣ことを規定している。更に，特定の割当条項として，第XLVIII条は，財務府の役人が
￡400,000に関する会計を別に記帳すること，また大蔵委員会がその金額の支出のための指図書
Warrants 等 に 署 名 す る こ と に 関 す る 規 則 を 規 定 す る。続 く 第 XLIX 条 は，海 軍 財 務 官
Treasurer of Navyがこのような￡400,000をその他の金銭から別個に記帳し，それを海軍の主
要役人等の指図書によって支出し支払うことを規定する。さらに第L条は，海軍委員会
Commissioners, &c. of the Navyが指図書又は海軍証書を，金銭が割り当てられる以外の目的の
ため，またこのような指図書又は海軍証書で表明される用途以外のために発行しないことを規
定する。従って，先に確認した王政復古期の1667年査定税法に続き，革命後においても，援助
・

・

・

・

金譲与法という同じく直接税法において，厳格な特定の割当条項が規定されていることを確認
しうるのである33)。
（4）1690年1月16日「ポンド当たり12ペンスの追加的援助金」譲与法の成立
ところで，本法は，
「両陛下に与えられる議定費を調達するため，￡1,400,000を超えない金額」
を調達するべく決議＝提案されていたのであるが，その後，不十分であることがわかったので，
翌1690年1月3日，財源に関する全院委員会審議に基づいて，本会議は「陛下に与えられる議定
費を調達する更なる手段として，
『1年間，ポンド当たり2シリングの援助金の両陛下への譲与の
ための法律』によって賦課される，全ての人と財産権に対して，1年間，ポンド当たり１シリン
グの更なる金額が賦課されること」を決議し，それに基づく法案が，13日に庶民院を通過し，
続いて16日には貴族院を修正なしに通過したので，同日，貴族院で庶民院議長が陛下に法案を
提出したのであるが，その演説の中で，法案について次のように説明した。すなわち「庶民院
は，現年の国務のため，土地に対する￡1,400,000の金額を陛下に譲与する以前の決議を公正に
考慮して；またなしうる最良の見積もりによって，既に与えたポンド当たり2シリングがその金
額に達しないことを知りましたので，全院一致で，更にポンド当たり12ペンスの追加的税を賦
課することに同意しました。それが，他の法律が調達する不足分を十分に支給することを望み
ます」，と。こうして，同法案が，同日，
「1年間，ポンド当たり12ペンスの追加的援助金の両陛
下への譲与のための法律」34)として成立したのである。同法は，先の「ポンド当たり2シリング
31)

An Act for a Grant to Their Majestyes of an Ayd of Two shillings in the Pound for One Yeare（1 Will.
& Mary,Sess.2,c.1）．
32) 同16日，表1−2に記載したように，続いて「権利章典」，正式には「臣民の諸権利と諸自由を宣言し，
また王位の継承を決定する法律」An Act declareing the Rights and Liberties of the Subject and Setleing
the Succession of the Crowne（1 Will.& Mary,Sess. 2,c.2）が制定されたのであるが，裁可に先立ち庶民院
議長は次のように言及していることを付記しておきたい。
すなわち，
「同様に彼ら［庶民院］は彼らの権利と自由を宣言する法案に同意しました，それ［＝権利
と自由］は故［ジェームズ2世］治世で非常に犯されました；陛下に，裁可によってそれに生命を与える
ことを望みます，単に以後同様な企図から彼らにとっての担保としてのみならず，全ての子孫にとって，
解放を陛下に負うことからの持続的な記念碑となるように」，と。
33) この「ポンド当たり2シリングの援助金」
（2s.aid for 1690）の税収結果は￡1,015,732.2s.7d. であった。
Cf. A.Browning,ed.,Ibid.,p.339.
34) An Act for a Grant to Their Majestyes of an Additionall Ayd of Twelve Pence in the Pound for One
Yeare（1 Will.& Mary,Sess.2,c.5）．
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の援助金」に対する「ポンド当たり12ペンスの追加的援助金」の譲与を規定するとともに，借
入条項として，第VII条｢人は本法に基づいて国王に金銭を年間7％で貸し付けてもよい，このよ
うな金銭は査定〔＝賦課〕されない｣ことを規定している。借入利子として7％が必要であっ
た35)。
［Ｂ］第2議会第１会期（1690年3月21日〜5月23日）の場合
（1）新議会での勅語，担保条項付き国王収入の議決，及び￡1,200,000の信用議定費の議決
1690年3月21日，
「選挙」後の新たな第2議会36)第１会期の会期開始の「勅語」の中で，国王は，
「アイルランドのより迅速な鎮定」と「（対フランス）戦争を迅速かつ強力に遂行するのを可能
にする援助」のために，
（国王収入について）
「直ちに収入設定a Settlement of the Revenueをす
ること」を求めるとともに，
（議定費について）
「即金ready Money（それ無しには，任務は果た
されえない）の調達のために，もしもより迅速ないし適切な方法が見つけられないならば，そ
・

・

・

・

れをこの緊急事態において私と同様に諸君にも有益であるような信用資金a Fund of Creditに
することで満足する」旨を表明した。国王からこの「信用資金」要求に対して，新議会＝庶民
院は具体的にはどのように対応してくるのであろうか，注目していきたい。
「勅語」を受けて，26日，庶民院で「議定費が両陛下に譲与される」旨の動議が出され，翌
27日，それに基づいて全院委員会に移行し，大蔵大臣ハムデンMr. Hamdenが委員長席に就い
て審議し，その報告を受けて本会議は，
「陛下が迅速かつ強力に対フランス戦争を遂行し，また
アイルランドを鎮定するための議定費が両陛下に与えられること」を決議した。翌28日，この
議定費について，全院委員会に「両陛下に対する収入を審議すること」を指示決議し，その審
議報告を受けて，この国王収入について，次のように決議した。
すなわち，決議1「故国王ジェームズ2世が1688年12月10日に権利を有した世襲的収入がイン
グランド国王の権利において，現陛下である国王ウイリムと女王メアリーに帰属すること（炉
」，決議2「前記収入がそのように譲渡
税Hearth-money37)によって生じる最近の収入を除いて）
されることを宣言する法案が上程されること；またそこで，それらが将来，国王から譲渡され
ない，また贈与又は譲与も課されない規定がなされること」，決議3「故国王チャールズ2世と国
王ジェームズ2世又はいずれかに彼らの生涯間，譲与された消費税の半分［＝一時的消費税］を，
現両陛下たる国王ウイリアムと女王メアリーに，彼らの生涯間及び生存者の生涯間，設定する
法案が上程されること；また両陛下が前記収入を，
・・・［空白］の金額を超えない議定費のた
・ ・

・

・

めの金額を調達するための担保にしうる条項付きで」，決議4「現両陛下たる国王ウイリアムと
女王メアリーに，次のクリスマスから4年の期間，故国王チャールズ2世と国王ジェームズ2世に
彼らの生涯間譲与された関税［＝トン税・ポンド税の（形態での）臨時税］を譲与する法案が
上程されること；両陛下が前記収入を，・・・［空白］の金額を超えない議定費のための金額を
・

・

・

・

調達するための担保にしうる条項付きで」，と。このうち，第3と第4の決議の後半部分が，「勅
語」における「信用資金」要求を具体化したものであることに留意しておきたい。また翌29日，
35)

この「ポンド当たり12ペンスの追加的援助金」
（Additional 12d, for 1690）の税収結果は￡507,866.0s.8.
5d.であった。Cf. A.Browning,ed.,Ibid.,p.339.
36) 新 議 会 で は 前 日 の 20 日，ト レ ヴ ァ ー Sir John Trevor が 庶 民 院 議 長 に 選 出 さ れ た。Cf. Cobbett's
Parliamentary History of England, from the Norman Conquest, in 1066, to the Year 1803,Vol.V,p.547.
37) この炉税は，表1−1に表示したように，1689年4月24日に制定された「炉税によって生じる収入を廃止
するための法律」An Act for the takeing away the Revenue ariseing by Hearth-Money（Will.& Mary,Sess.
1,c.10）により廃止されていた。
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本会議は｢法務長官が，昨日の本院の決議に基づいて，両陛下に収入を設定する法案又は諸法案
を作成し上程すること」を命じた。
このように収入設定を議定費調達担保条項付きで，しかもトン税・ポンド税の臨時税の場合，
従来のように生涯間ではなく，今や4年間のみに限定して38)，決議した後，続いて4月1日，両陛
下に与えられる議定費をさらに審議するための全院委員会審議の報告を受けて，本会議は「￡1,
200,000を超えない金額が，迅速かつ強力なフランスとの戦争遂行とアイルランド鎮定で，この
時期とミカエルマス間，公的要求のために両陛下に与えられる議定費であること」を決議した。
これは（1689年11月2日のそれに続いて）2度目の「信用議定費」の議決である39)。
この信用議定費の決議に基づいて，3日，全院委員会報告を受けて，
「両陛下に与えられる￡1,
200,000の［収入設定後の］残りである，￡200,000の金額の調達のため人頭税のための法案が上
程されること」を決議した。
（2）法案審議と4月23日人頭税法と一時的消費税関係法の成立，5月2日トン税・ポンド税の臨
時税関係法の成立
以上の議定費関係決議を受けて，順次，法案が上程され，審議されてくるのであるが，まず，
「貴族」身分の自己課税権に関連する人頭税法案の審議についていえば，4月5日に法案が上程さ
れ，14日に庶民院を通過したのち，同日貴族院に送付されて第１読会を読まれ，翌15日，第2読
会が読まれて，全院委員会に付託され，そして17日，
「法案が修正付きで通過」し，庶民院に返
付された。これを受けて同17日，庶民院では，貴族院の修正として，
「次の条項，すなわち，
『各
貴族が貴族を査定するための委員会となるための，また貴族院が貴族によって支払われる金銭
の受領者Receiverを指名するための』諸条項を挿入すること」が読まれたのち，これに「同意」
した。こうして，貴族の自己課税権を表示する条項を含む人頭税法案が両院を通過したのであ
る。
続いて，一時的消費税関係法案の場合，9日に法案が上程され，21日に庶民院を通過し，23日
には修正なしに貴族院を通過した。同23日，人頭税法案と一時的消費税関係法案の裁可に先立
ち，庶民院議長は両法案を提出する際の演説の中で次のように説明した。「陛下の勅語のうち
収入と議定費に関連する部分を真剣に審議し，われわれは手続きについての規則と方法が許す
かぎりで迅速に，この時点で陛下に2つの法案を慎んで贈呈します。１つは，一時的消費税を両
陛下に両生涯間，また生存者の生涯間，譲与し設定し，それを，迅速かつ強力なアイルランド
鎮定とフランスとの戦争遂行のため，￡250,000のための信用資金a Fund of Creditにするも
の・・・。他は同一目的のため，人頭税その他によって，金銭を調達するためのもの」です，
と。続く裁可を受けて，表1−2に表示したように，同日，両法が成立した。
「アイルランドの鎮定と
両法の内容を簡単に確認しておくならば，まず人頭税法，正式には，
フランスとの戦争遂行のため，人頭税及びその他 によって金銭を調達するための法律」40)の場
合，最初の制定する条項で「人的財産の価額100ポンド毎に10シリングの譲与」，第II条「公的役
38) このような限定は，
「一定の短期間のための収入［譲与］は国民が頻繁な議会のために持つ最良の担保
である」と考えられたことによる。Cf. S. Dowell, A History of Taxation and Taxes in England : from
the Earliest Times to the Present Day, Vol. Two : Taxation from the Civil War to the Present Day, New
York,1965,p.42.
39) H.W.Chisholm’s Return，p.687.
40) An Act for Raising Money by a Poll and otherwise towards the Reduceing of Ireland and Prosecuting
the Warr against France（2 Will.& Mary, Sess.１，c.2）.
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職保有者（例外あり）はその役職の利得20シリング毎に1シリング」
，第V条「貴族等による支払
の査定額」，第VII条「大司教￡50，司教￡20，首席司祭￡10，大執事￡10．10s.」等を規定した
のち，貴族の自己課税権を表示する条項として，第XIII条「誰によって，貴族はその役職及び人
的財産を査定されるのか」を規定し，また続く第XIV条「貴族に対する査定額が貴族によって
指名される徴収者によって受領される」旨を規定している41)。
次に，一時的消費税関係法，正式には，
「両陛下に両生涯間また生存者の生涯間，ビール，エー
「信用資金」に関連す
ルその他の酒類に対する一定の賦課金を譲与するための法律」42)の場合，
る条項に注目すると，第III条「人々は8％で￡250,000を貸し付けてもよい」という条項におい
て，人々が陛下に対して，
「本法の信用に基づいて，総額で￡250,000の金額を超過しない金額」
を貸し付け，
「1690年6月10日以前に貸し付けられたような金銭」に対しては「年間8％の利率を
超過しない利子」を，また前述の6月10日以後に貸し付けられたようなもの」に対しては「年間
7％を超過しない利子」を受領することを規定している。また続く第IV条は，「
（一時的消費税
収の）4分の3が消費税委員会Commissioners of the Exciseによって1693年12月まで別に記帳さ
れ，またその金銭が毎週財務府に支払われる」ことをも規定している。このように「勅語」を
受けて，
（生涯間譲与された）一時的消費税（の4分の3）を担保にして，6月10日以前に￡250,000
の金額を，今や8％という高利子によって誘引しつつ，まさに「即金」として借入＝調達するこ
とが規定＝企図されたのである。
最後に，もう1つ，トン税・ポンド税の臨時税関係法案の場合，9日に法案が上程され，28日
に庶民院を通過し，30日に修正なしに貴族院も通過した。5月2日，裁可に先立ち，庶民院議長
は法案を提出する際の演説の中で次のように説明した。
「庶民院は，陛下が，王国に侵入を企て
る全ての者に対して海を防衛し，また貿易と商業で臣民を妨害する全ての者に対する保護者で
あることを信頼して，それの必要な費用のために，われわれは，今度は，トン税・ポンド税の
臨時税を次のクリスマスから始まる4年間，両陛下に最も快く与え贈与します。また陛下がフ
ランスとの戦争遂行とアイルランド鎮定をよりよく出来るために，われわれはこの収入部門に
基づいて，￡500,000の信用資金を調達しました」
，と。続く裁可を受けて，表1−2に表示したよ
うに，同日，同法が成立した。
同法，正式には，
「トン税・ポンド税の臨時税及び輸出入商品に対して支払うその他の金銭額
を両陛下に譲与するための法律」43)の場合，信用資金に関連する条項に注目すると，先の一時的
消費税法の場合と同様に，第IV条「人々は前記税の信用で国王に￡500,000を貸し付けてもよい」
という条項において，人々が陛下に対して，
「本法の信用に基づいて，総額で￡500,000の金額を
超過しない金額」を貸し付け，「1690年6月10日以前に貸し付けられたような金銭」に対しては
「年間8％の利率を超過しない利子」を，また前述の6月10日以後に貸し付けられたようなもの」
に対しては「年間7％を超過しない利子」を受領することを規定している。また続く第V条は，
「
（前記税収の）4分の3」が別に記帳され，また毎週財務府に支払われる旨を規定している。こ
うして，同じく「勅語」を受けて，〔今や，4年間のみ譲与された〕トン税・ポンド税の追加的
臨時税等（の4分の3）を担保にして，6月10日以前に￡500,000の金額を，今や8％という高利子
41) この1690年4月制定の人頭税等の 税収結果は，￡239,958.７s.11.5dであった。Cf.
A.Browning,ed.,Ibid.,
・ ・
p.340. 1689年のそれ（￡288,438.2s.1.5d）との対比で減少していることに留意しておきたい。
42) An Act for granting to their Majestyes for their Lives and the Life of the Survivour of them certaine
Impositions upon Beere Ale and other Liquors（2 Will. & Mary,Sess.1,c.3）.
43) An Act for granting to Their Majesties a Subsidie of Tonnage and Poundage and other Sums of Money
payable upon Merchandizes Exported and Imported（2 Will.& Mary, Sess.1,c.4）.
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によって誘引しつつ，まさに「即金」として借入＝調達することが規定＝企図されたのである。
・ ・

・ ・

・

・

・

かくして，従来の査定税や人頭税という直接税に加えて，今や，対フランス戦争遂行とアイ
ルランド鎮定のため議定費の「即金」の必要性により，1690年度には国王収入（財源）として
・

・

・

の一時的消費税とトン税・ポンド税の臨時税という間接税に，税収を先取りしての短期借入制
・

・

度が拡大されるに至ったのである。
以上のような1690年度予算審議による，新たな援助金譲与を得て，国王ウィリアムは，アイ
ルランド鎮定において，表１−2に記載したように，1690年7月12日，周知の「ボイン川の戦い」
Battle of the Boyneで勝利するのである。
（次号に続く。）

