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（スマイル会）           2014.9.25  
アイルランドの歴史と北アイルランド紛争 

            辻   宏 
Ⅰ．アイルランドの歴史 

“アイルランドの歴史には二つの時期しかない。古代のケルト文明の時期を経て、ヴァイキングの侵攻を受け 
た時代までと、1916 年の復活祭蜂起から現在までの 80 余年間である。その中間の時期は征服者イギリスの 
時代であってアイルランドの歴史ではない。”（鈴木良平） 
 
＜アイルランド前史＞ 
先史時代 

 アイルランド島に初めての人類が居住したのは、BC7500 頃（中石器時代）、氷河が後退し、気候が温暖 
 になった以降のことである。スコットランドから渡ってきた狩猟民族のピクト人である。 
 BC3500 頃、新石器文化を持った農耕民スコット人が渡ってきた。農耕、牧畜の他、石器を製作し石斧な 
 どの交易に従事した。各地に火葬にした骨を埋葬する巨大墳墓*や支柱墓(ドルメン)、羨道付き墳墓**が 
建設された。 
 * 巨石文化：BC3000 CF.ストーンヘンジ（イングランド）      <Newgrange Tumulus> 
 ** Newgrange 古墳（Meath 州ボイン河流域､BC3000）：           
  Passage Grave(羨道つき墳墓、埋葬室までの一本の 

  通路を備えた構造を有す円形の石塚）で太陽信仰に 

  基づく。巨石の渦巻き､ 

  螺旋線刻の非装飾的 

  文様等。 

  ユネスコ世界遺産。   

         （写真→) 

 
 
 

*** Hill of Tara： 
 古代より交通の要衝で、｢アイルランドを治める大王         <Hill of Tara> 
 (high king)を選出する神聖な儀式の場であり、大王 
 の居住する｢聖地｣（ケルトの聖地）とされてきた地。 

  BC2000 頃の新石器時代 
  の聖都。  
   (写真→)    
 
 
 
 
 
      
 BC2000 頃青銅器、金細工を作る技術を持った青銅器文化の担い手がやって来た。 
 BC1200 頃には精巧な武器、金装飾品も作られ、更に、ドルメン、ストーンサークルを各地に残した。 
 BC250 頃には鉄器を持って渡来したケルト族によって鉄器時代がはじまった。 

 
 ケルト族の移住(ゲール人)           
 ケルト民族は BC6C 頃ヨーロッパ大陸中央部を制したが、拡大するローマ帝国や中央ヨーロッパのゲルマ 
 ン民族に追われ、大陸の西へ移動し、スペイン、ブリタニアを経由して BC250 頃初めてアイルランドに渡来､ 
 鉄器文化をもたらし、BC150 頃には全島を勢力下に置いた。ケルト族は異なった集団で数百年に亘って波 
 状的に渡来し、アイルランド各地に定住した。主要なケルト族の最後の集団が、ゲール人であった。 
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 AD5C 頃には先住民を支配統合し、同一文化、ゲール語を共有し、ケルト社会を形成した。 
 ケルト人は家父長制大家族を単位とした大氏族から成る小王国（トゥーハ）を各地に作り、6C 頃には 150 も 
 のトゥーハが存在していた。これら王国はドルイド（僧侶､神官)*に支配されていた。 
 * ドルイド：ケルト社会に在って多大な影響力と絶対的な権力を持った、知的エリート層の神官､僧侶。 
 特権身分で、民族全体の支配者として、ケルト人の文化的伝統に則り、祭祀を司るだけでなく、政治、 
 社会を指導していた。ドルイド教は霊魂の転生の観念を含んでいた。統一的政治権力のない中、文 
 化的統一が取られていたのは土着のドルイド教による。 

 
 初期キリスト教 
 既にキリスト教徒が散在していたこの地方に、ローマ法王は、AD431 パラディウス(Palladius）を最初の司 
 教として派遣。パラディウスは、アイルランド島のウィックローに上陸し伝道を開始したが、間もなく追放され、 
 スコットランドで死亡。ケルト社会のキリスト教化に努めたのが、AD432 に来島した聖パトリック(アイルランド 
 の守護聖人*､パトリキウス､AD391-461)で、教会制度確立、司教を叙任。アイルランドではキリスト教がケル 
 トの宗教や民族性と融合する形で広まり、殉教者を出すことなく改宗が進められた。また、アイルランドは西 

ヨーロッパのキリスト教国の中で、修道院が教会を支配した唯一の国である。 
 アイルランドのキリスト教がヨーロッパ大陸のそれと違い、異色とされるのは、キリスト教会が布教に当り、土着 
 のドルイド教と対決することを避け、ケルト神話をも否定せず認めてきたことにある。“強力な中枢権力を欠く 
 この島では司教制の教会は適せず修道院風のものが発達する事となった。”（大野真弓） 
   * 守護聖人：イングランド=聖ジョージ(4C パレスチナ人､14C 兵士の守護神)、ウェールズ=聖デイヴィッド、  

   スコットランド=聖アンドルー、アイルランド=聖パトリック       
 

 西ローマ帝国の崩壊(AD476)に伴い、そのキリスト教文化は民族大移動の影響を受けなかったアイルラン 
 ドに流れ込み、相対的に平和と繁栄を享受した。アイルランドは修道院制度のキリスト教会を中心に、「ゲー 
 ルの黄金時代」をむかえ、「聖者と学者の島」と称され、ヨーロッパでの宗教、文化の中心になっていた（~8C 
 末､ヴァイキング侵入まで）。アイルランド人聖職者コルンバ（コルム・キル)* 等は、スコットランド、イングランド 
 北部、ヨーロッパ各地に赴き修道院***､教会を建設、異教徒を改宗させた。（6-7C） 
 * 聖コルンバ：Derry（Londonderry）に修道院建設(546) Cf. アイオナ(スコットランド､563) 
  ** イングランドに聖アウグスチヌス上陸(597)： 
   聖アウグスチヌスのローマ系(AS) vs 北方ケルト系(Br.修道院中心) 
  *** 修道院：        
   グレンダロッホ(聖ケヴィン､6C)､クロンマクノイズ(聖キアラン､6C)､ 
   ケルズ(聖コルンバ､6C）､モナスターボイス(聖ビュース､6C) 
   ・石造の教会･礼拝堂 
   ・ラウンドタワー  (写真→) 

  ・高十字架(High Cross､ケルト十字) 
      （写真→）     
 ・｢Book of Kells｣(彩色装飾福音書 
  写本､800 頃､現在 Trinity College) 

(写真 p5) 
**** ウィトビー宗教会議(664)： 
  ローマ系キリスト教公認          <Round Tower> 

(Monasterboice)           <Muirdach’s Cross> 
                          (Monasterboice) 
 

 ローマ帝国の衰退と共に、アイルランドからブリタニアにケルト人の逆輸出が始まり、スコットランドとウェー 
 ルズ南西部に多くのケルト人植民地が建設された。 
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   アイルランド人はローマ化されたブリタニアとの接触を通 
 じ、初期のアイルランド文字として知られるオガム文字*を 
 創り出した。                 

* オガム文字:       
 (ゲール語でオーム)：ラテン語のアルファベットが基礎 
 となり、線とＶ形で構成される記号体系、長さの異なる 
 5 種類の溝線を組み合わせ 20 のアルファベット文字 
 に対応する。ディングル半島に残るアイルランドの古代                              

 文字で、初期キリスト教時代の歴史的資料、4-6C に用   
 いられた。   （写真→）    <Ogham stone>  

        (Dingle Peninsula)       
 ヴァイキング 
  8C 末、北欧のヴァイキング（ノースメン）*が襲来、40 年間にわたって繰り返し来寇した。 
 スカンディナヴィアから多くのヴァイキングが南に西に土地を求めて移動したのは、人口の急増により耕作地 
 が不足したためと推定される。アイルランドに侵入したヴァイキングは恒久的な植民地を建設する目的を持 
 っていた。リフィー川などの広い河口を基地に内陸部へ侵入､10C 半ばにはダブリン、他の港を占領し砦を 
 築いた。ヴァイキングは交易を営み、各地に入植地を築き、それらはアイルランドの最初の都市となった 
（ダブリン、ウェックスフォード、ウォーターフォード、コーク、リメリック）。ヴァイキングは少人数による侵攻で 
あったが、船の操作や軍事力に優れており、一方ゲール人は部族間対立で統一戦線の組めないどころか、 
国内の強敵を打倒すべく、ヴァイキングと手を結ぶ族長すらいた。政治的統一のないアイルランドには防衛 
力なく、修道院は略奪され、破壊された。 

  * ヴァイキング：ノルウェー→アイルランド、デンマーク→フランス・東部イングランド、スウェーデン→ロシア 
   ** ダブリン：841 年ヴァイキングによる都市建設  
 

 10C 後半のヴァイキングの侵入は、ゲールの氏族性社会を根底から揺さぶり、新しい地縁的政治集団が 
 出現。全アイルランド国王（ハイ・キング）を主張する部族国王ブライアン・ボルーがヴァイキングとヴァイキン 
 グと組んだレンスター国王との戦いで 2 度に亘り勝利、ヴァイキングは後退し、全国統一を果たす(1005）。 
             〈アイルランド人による全国統一（1002-14）〉 
 
 僅か 10 年の後、1014 年「クロンターフの戦い」に勝利するも、ボルーが没し混乱が続く。 
  ヴァイキングは、アイルランドに交易を持ち込んだことによって、貨幣の流通を促し、アイルランド経済を質 
 量ともに変化させた。また、この頃までにヴァイキングの大多数はキリスト教徒になっており、ケルト人と融合 
 してアイルランド人になってしまうにつれ、ヴァイキングの影響力も薄れてゆき、11C-12C にはアイルランド   
 の文化は再び活発となった。 
 
 ＜イギリスの介入＞ 

アングロ・ノルマン（カトリック､「オールド･イングリッシュ」）          
 フランク王国に進出しフランク王よりフランス・ノルマンディー地方を与えられ、定住していたヴァイキング(デ  
ンマーク)の子孫のノルマン人は、イギリスを征服した(1066､ノルマン･コンクェスト)。ローマ法王はノルマン王    
ヘンリーⅡにアイルランド統治権を与えた(1155）。 

  ヴァイキングとの戦争の後も各地の諸王の間では抗争が絶えず、レンスター王マクマローは敵に追われ、イ 
 ギリス王ヘンリーⅡ(プランタジネット王朝)に助力を求めた。アイルランドの政治的統一は、ヘンリーⅡを招き 
 入れたことによって崩壊し、爾来 800 年に亘ってアイルランドは他民族の支配の下で独立を求めての闘い 
 の歴史を歩むことになる。アングロ･ノルマン貴族ペンブルーク伯（ストロングボウ）はアイルランドに侵攻し、 
 ダブリンを占拠、マクマローの王国を回復した（1170）*。マクマローの死後レンスター王を継いだストロング 
 ボウの 勢力拡大を恐れたヘンリーⅡは自らアイルランドへ赴きアングロ・ノルマン貴族とアイルランドの諸王 
 達に忠誠を誓わせ、アイルランドを征服していった（1171）。**  

   〈イギリスのアイルランドに対する政治的介入の始まり（1155~1955）〉     
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  アングロ・ノルマン人貴族の進出とイギリス王の支配が進み、領土を広げ 1250 年までに全島の 4 分の 3 
 を支配した。 

  * アングロ･ノルマン人の築いた多数の要塞､砦、 
 ex.ダブリン城（12C 末、ジョン王）。 
  ** 中央集権的政治機構（ヨーロッパ封建制度）､長子相続の法 
   体系､高度建築技術､軍事専門技術等導入。 

 *** 教会組織のローマ教会化：大陸風に司教管区に分割され、 
  ローマ教皇を頂点とする教会組織に連なる司教が座る司教 
  座を持つ大聖堂が各地に置かれる。 
  ・大聖堂の建設：ex.セント･パトリック（ダブリン）  (写真→) 
  （アイリッシュ・ロマネスク様式→13C､アングロ・ゴティック様式）   
 **** 托鉢修道士（ドミニコ､フランシスコ会派）の来島                <St Patric’s Cathedral> 
  
 中世のアイルランド    
 土着のアイルランド人領主もアングロ・ノルマン人植民者に抵抗し続けた。13C 末頃までにアングロ・ノル 
 マンの植民地の拡大は止まり、以後衰微していった。植民者たちは徐々に地方の人々と融合し、イギリスへ 
 の忠誠は弱まり、イギリスにとって脅威となっていった。イギリスの出先機関となっていたダブリン政府は、イ 
 ギリス人移住者の急速なアイルランド化に不安を抱き、キルケニー議会は 1366 年「キルケニー法」を制定、 
 ノルマン人の入植地にゲール人（ケルト系アイルランド人）の文化が侵入することを法律制定により禁止した。 

ダブリンを中心とする東海岸地方を柵（Pale*）で囲ってイギリスの州とし、残りの土地を放棄してイギリス人と 
アイルランド人を隔離しようとするものであった。また、アングロ・ノルマン植民者に対してゲール語の使用や 
アイルランド人との結婚を禁じた。しかし、ジョン王のマグナカルタ（1215）でアイルランドにも設置されていた 
議会はこれを無視した。とにかくゲール人は数が多く、ゲール継承法（曾祖父を共有すれば如何なる男系 
の縁者によっても王位を継承でき、広範囲の男性がいつでも没落した国王の継承者たりうる）に支えられて、 
ゲール側の勢力はますます強くなり、15C 末にはイギリスが支配する地域はさらに縮小されたペイルのみ 
になってしまった。 

   *  Pale：ダブリン､キルデア､ラウス､ミースの４州を範囲とするイングランド人植民地を、ケルト系土着部族 
    や、土着化したアングロ・ノルマンの侵入から保護するために境界として設けた柵。イギリス王の直轄地。 
 
 イギリスによるアイルランド支配（プロテスタント、「ニュー･イングリッシュ」） 
  14C 初、イギリス王室(リチャードⅡ)の弱体に乗じ、ノルマン貴族(マンスターのフィッツジェラルド、キルデ   
 アのフィッツジェラルド)が勢力を盛り返した。同時に、これらノルマン貴族らはゲール人の復活を許さなかっ 
 たが、多くの者がゲール人化されていった。15C 中、ガレット・モア・フィッツジェラルド(Ⅷキルデア伯爵、ノ 
 ルマン貴族､カトリック)がアイルランド総督に就き、15C を通じて支配権を揺るぎないものとした。 
  1494 年テューダー朝ヘンリーⅦ（薔薇戦争(1455-85)に勝利）はアイルランド統治に関し、ダブリン政府 
 をイギリス王に従属する出先機関とし、アイルランド議会の独立性を否定する「ポイニングズ法」を制定（但 
 し、実効については疑問、「グラタン憲法」(1782)迄有効）、ゲールの文化や生活習慣を否定し、全島をイ 
 ギリス化してゆく方針に変えていった。 
  1534 年、キルデア卿オファリー(トーマス･フィッツジェラルド､Silken Thomas、Dublin セント・メリー修道 
 院)の反乱が起き鎮圧された。結果としてイギリス国教をアイルランドにも持ち込ませ、アイルランド国教会 
 (Church of Ireland)をアイルランドの唯一正統宗教とする道を拓いた。 

 1541 年アイルランド議会はアイルランド太守であったイギリス王ヘンリーⅧをアイルランド国王と認めた。 
ヘンリーⅧは歴代のイギリス王の中で初めて名実ともにアイルランドの支配者となった。 
 〈アイルランド､イギリス人総督の直接支配下に（1541~1921 自由国まで）〉  

 
ヘンリーⅧ(1509-47)は、領地献上の上、再授封という融和策を取り、アイルランド中の領地は国王から改   

めて領主たちに封授され、アイルランド人領主たちにゲール的称号を捨てさせ、代りにイギリス風の称号を与 
えて王の封建的臣下として位置づけた。イギリスは、テューダー朝のヘンリーⅧ以降４代の治世の間に、アイ 
ルランドを完全に制圧し、一切アイルランド的なものを許容せず、イギリスへの完全な同化を強要した。 
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また、イギリスで始めた宗教改革をアイルランドにも適用し、修道院解散、教会財産の没収を決定した。イ 
 ギリス国教をアイルランドに持ち込み、アイルランド版のアイルランド国教会をアイルランド唯一の正統宗教 
 とする道を開いた。実際に実施されたのは、当初からイギリス王の支配力の及んでいたいくつかの都市とダ 
 ブリン周辺のペイルの中に限られ、ゲールの勢力の強い地域で 
 は依然としてローマカトリックが守られていた。 
 エリザベス女王(1558-1603)はイギリス人（プロテスタント） 
 入植者をゲール人やアングロ・ノルマン人の領域（アルスター、    
 マンスター地方）に送り込んだ。彼女はアイルランドのイギリス化  
 を推進するためにプロテスタント･エスタブリッシュメント（上流階   
 級）の子弟を教育する大学をダブリンに建設した。ケンブリッジ   
 大学を範とするトリニティ・カレッジ*である。 
   * トリニティ・カレッジ      (写真→)  

    <Trinity College> 
   
 

<Long Room (Library)> 
   ‐Book of Kells ‐ 
 
 
 

 

 

<Book of Kells>   
3 大ケルト装飾写本の 1、 
｢アイルランド国宝｣、 
｢世界で最も美しい本｣、  
四福音書を収めている。   

(↑ヨハネ福音書の書き出しフォリオ) 
 

  16C 末までのアイルランドは、土着のゲール人と、12C 以来のカトリックのノルマン系の｢オールド･イング 
 リ ッシュ｣と、イギリスの宗教改革を断行したヘンリーⅧ以降の入植者｢ニュー･イングリッシュ｣の 3 者鼎立の 
 状態にあった。 
 アイルランドからゲール社会を完全に追放しようとしたテューダー王朝の最後の戦い、｢キンセールの戦い｣   
（1601､アイルランド(ヒュー・オニール)・スペイン連合軍 vs.イギリス）に勝利して、アイルランドから、ゲール    

 の世界が滅亡した。一時危うかったアイルランドにおけるイギリスの支配は崩壊を免れ、基盤が強化された。   
 最後まで抵抗したカトリックのアルスター地方には、イングランドとスコットランドのプロテスタントによる徹底 
 した入植地化が進められた。（アルスター全域 9 州の内 6 州がアイルランド独立後の今日も、イギリスと連    
 合王国を形成しているのは、この当時のイギリスの入植政策の名残である。） 
 同じケルト民族ながら熱烈なカルヴァン主義のスコットランド人入植者が支配者となり、土着のカトリックが農 
 業労働者として奴隷のような地位におとしめられた。北アイルランドに現代の紛争の種子がまかれた。      
 
 クロムウェルの入植政策 

 アルスター地方のカトリックの地主、レンスター及びマンスターのカトリックの｢オールド･イングリッシュ｣、ゲ   
ール人地主連合の 3 つのカトリックの集団によるカトリック連合軍が「キルケニー連邦」議会結成（1642）。 
中央政府を樹立してアイルランド議会を開催。新憲法を制定しアイルランドの独立を宣言（ピューリタン革   
命と連動して 11 年間継続）。  

  1649 年、内戦(ピューリタン革命)に勝利した O.クロムウェル(1658 死亡)のイギリス議会軍がアイルランド  
 を占領、ゲール人地主とノルマン人の｢オールド･イングリッシュ｣は画一的にカトリックとして土地を没収され 
 た。クロムウェルの入植政策はプロテスタントを外から入植させプロテスタント人口の増大を図る事であった*。  
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 但し、こうしたクロムウェルの方針は、従来のイギリスのアイルランド統治方針と根本において異なったもので 
 はなく、徹底して実効を期すという点で異なっていた。ただ、クロムウェルはアイルランド人をカトリック教徒だ 
 からという以上に王党派だったという理由で、徹底的、無差別に殺戮した。その非人道的な仕打ちは長くア 
 イルランド人の間で語り継がれ、アイリッシュ・ナショナリズムを育て、後の反英・独立運動の原動力となった。  
  イギリスでは、クロムウェルの死後、処刑されたチャールズⅠの座をイギリス議会の命でチャールズⅡが継 
 ぎ、王政復古（＝議会の復位、スチュアート王朝復活､1660）となる。その死後、ジェイムズⅡ（弟ヨーク公、 
 カトリック）が継いだが追われて、オレンジ公ウィリアム(ジェイムズⅡ娘メアリー女婿)が王位に就いた（名誉革 
 命､立憲君主制、1688）。名誉革命でイギリスを追われたジェイムズⅡは、カトリック勢力の強いアイルランド 
 に入り、｢オールド･イングリッシュ｣の要望を受け、クロムウェルによって廃止されたアイルランド議会を復活さ 
 せ、｢愛国議会｣（カトリックの｢オールド･イングリッシュ｣の集会）を招集、イギリスからの独立を確約した。同時 
 にアルスターに進軍、入植都市デリー**の攻略に失敗した。この間カトリック勢力はアイルランド東北部を除 
 き、ほぼアイルランド全土で復活し、影響力を増していった。 
  * イスラエルがパレスチナでアラブ人の住むヨルダン川西岸の占領地にユダヤ人を送り込んでキブツを 
   作ったのと同じやり方である。 
  ** デリー城（1600） 
 
  1690 年アイルランド史上最大の戦争、ボイン河の戦いがジェイムズⅡを追討してきたオレンジ公ウィリアム  
 との間に戦われた。ボイン河の戦いに敗れたアイルランド軍（ジェイムズⅡ）は、更に戦を継続したが、生命・ 
 財産の保証と宗教上の寛容策を盛り込んだリメリック条約(1691)を受け入れ降伏した。しかしプロテスタント  
 (国教会派)100％となっていたアイルランド議会(1691~1801､連合国家)がこれを認めることはなかった。こ 
 の時、アイルランド議会の議員は全員プロテスタント各派で構成され、この国の上層階級となった新教徒た 
 ちは全てアイルランド国教会に属した。カトリックは国教会に上納する「十分の一税」(tithes､教会及び聖職 
 者の生活費として収穫や財産の十分の一を物納、または金納した)を課されたほか、様々な差別に甘んじる 
 ことになる。18 世紀を通じてダブリンのアイルランド議会は、イギリス政府に従属する植民地議会以外の何 
 物でもなかった。 
 更に、ロンドンのウェストミンスター議会がアイルランド国内法の律法を行う権利を有するとの法律が制定さ 
 れた。アイルランドに対するイギリスの政策の目的はアイルランドの離反を防ぐとともに、アイルランドが外国 
 貿易でイギリス本国の競争相手にならないようにすることであった。 
 リメリック条約でカトリックを容認したにも関わらず、アイルランド議会は公共の分野でカトリックを中立化させ 
 るべく「カトリック処罰法」*を制定し、18C にはプロテスタント(国教会派)の優位体制が確立する**。       
 処罰法によって差別に服従させられたアルスター地方の非国教徒（カトリック､長老派）の多くはピューリタン  
 のニューイングランドに渡っていった。  
  * 処罰法が適用された長老派教徒たちは新大陸へ渡った。子孫から 12-3 人の大統領が出ている。 
   クリントン（母方、北アイルランド、長老派）の他、ケネディ（南アイルランド、カトリック）。 
  ** プロテスタント支配勢力黄金時代（18C 後半）の建造物－ジョージ王朝時代（ジョージⅢ（1760-1820） 
 建築：ダブリン王立病院（1684）、トリニティ・カレッジ｢古い図書館｣（トマス・バラー､1712）､税関（ジェイ 
 ムズ・ガンドン､1791） 
 

 18C のアイルランドはイギリスと共同の国王をいただく別の王国でありながら、現実にはイギリスの植民地 
 として統治されており、その植民地議会はプロテスタント(アイルランド国教会)の支配勢力のみを代表して 
 いた。その議会も、アイルランドの独立性を否定するポイニングズ法（15C）によって骨抜きにされていた。 
  ようやくアイルランド議会に限定的自治権を与える「グラタン憲法」（1782~1800）が出来、アイルランド議 
 会は初めて立法の自主権を握り、イギリス国王の下でウェストミンスター議会と対等な議会となった。（しかし 
 ながら、アイルランドにおける実権は、議会にではなく、ダブリン城の英国行政府にあった。） 少数派の国 
 教徒に対しカトリックは多数派に関わらず、カトリック処罰法により厳しい差別を受けていたが、カトリックに対 
 する諸制限も徐々に除去された。 
  アイルランド議会は 1801 年に発効した統合法によって廃止されるまで続いた。 
  * 18C 初頭のアイルランドでカトリックは全人口の 4 分の 3 を占めながら、所有する土地は全国土面 
    積の 14%に過ぎなかった。またカトリック国のフランスやスペインでプロテスタントが迫害された例は 
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     数多いが、これらの国では差別され迫害された者は少数派であった。しかしアイルランドでは全人 
    口の大多数を占めるカトリックの方が少数派のプロテスタントによる差別と迫害の対象とされた。 
 
＜アイルランドのナショナリズム＞ 
アイリッシュ・ナショナリズム運動 

1791 年非国教徒の集団が「統一アイルランド人協会（Society of United Irishmen）」をベルファストに、  
次いでダブリンに設立した。それはカトリックの解放とアイルランド議会の改革を求める急進的な圧力団体で   
あった。「統一アイルランド人協会」を急進派な圧力団体から、成熟した共和主義者の団体へ変えていった 
のが、アイルランド共和主義者の父祖、ウルフ･トーン(T. Wolfe Tone､ダブリン､プロテスタント､国旗考案）    
であった。彼は、「プロテスタント、カトリック、非国教徒という個別的な名称に 
代わって、アイルランド人という共通な名称を使用すること」を求めた、徹底的 
なイギリスからの分離主義者でありアイルランドにおける唯一の重要な、宗派 
と関係のない勢力であった。数回にわたる試みの後、1793 年急進的な「カト 
リック救済法」（宗教的差別の減少、成年男子の選挙権の拡大等）が議会を 
通過した。フランス革命の影響を受けて、不安定になっていたアイルランド 
で、1795 年プロテスタントとイギリスの君主制を支持する団体「オレンジ協会   
(Orange Society)」が結成され、それに対抗し、カトリック農民は自衛組織の   
防衛団を結成した。統一アイルランド人協会は、武力に訴えてでも、議会制 
度を改革し、宗教や国籍に関係なくアイルランドに住む全ての人々が力を合 
わせてアイルランドの自立と近代化を達成する事を目的として武装蜂起した  
（1798､フィッツジェラルド､トーン）。                                       
アイルランド各地の反乱を鎮圧したイングランドは   <Wolfe Tone> 
アイルランドを完全に植民地化した。       （St. Stephen’s Green） 

  
 アイルランド併合（1801）            
  反乱が鎮圧された後、アイルランド議会は説得されて自らの消滅を承認し、1690 年代から存在したアイ 
 ルランド議会は、1800 年「統合法」の下で廃止され、アイルランドはイギリスに完全に統合され、1801 年に 
 は「グレートブリテンおよびアイルランド連合王国」としてイギリス連合王国の一部分となった。かくしてロンド   
 ンのイギリス議会に一定数のアイルランド選出の議員が入ることとして、1690 年来存在したアイルランド議 
 会は廃止され、以来アイルランドは 1921 年まで独自の議会を持つことはなかった。  
   * アイルランドの人口(1800 年)：450 万人（プロテスタント 50 万人(殆どの地主階級はプロテスタント)、 
    カトリック 315 万人（大半が農業労働者､小作人） 
 ** 当時、世界で経済的に最も裕福な国イギリスとの統合によって、アイルランドは自由貿易国となった 
   ものの、弱小国アイルランドの手工業は壊滅的な打撃を受け、農業は崩壊、縮小の方向を辿り、失 
   業者は増えた。そして資本主義国、イギリスへの食糧供給国となった。ナポレオン戦争後は、大陸 
   から安い小麦が輸入されるようになり、アイルランドは更に穀物の生産から牧畜に転換させられ、農 
   民は過剰となった。更に、アイルランドの運命は今やアイルランド人によってではなく、イギリス人が 
  絶対多数を占めるウェストミンスター議会で決定されるようになった。 
 ***  アイルランド議会（カレッジ・グリーン）：現アイルランド銀行 
 ****  ロバート・エメットの反乱、武装蜂起（1803）          
  連合王国の下で次第に反英的なアイルランド・ナショナリズムが育ってゆく。1823 年ダニエル･オコンネル  
 (Daniel O’Connell､ケリー州､カトリック)がカトリック解放運動「カトリック協会(Catholic Association)」を設     
 立。カトリックとアイルランドのナショナリズムを効果的に結び付ける運動となった。オコンネルの影響力の下、 
 力を持ってきたアイルランドの状況を見て、イギリス政府(自由党､W.ピット)はカトリック解放に譲歩し、1829    
 年「カトリック解放法」を出した（事実上｢救済法｣(1793)で実施されていた）。 
 更に、カトリック住民にとっては 100 年以上もの間プロテスタント系アイルランド国教会を支持して強制的に 
 支払わされてきた「十分の一税」(tithe)に対する慢性的不満があった（1838 年解決）。イギリス側の政権が 
 交代し、強い姿勢で臨む政府(保守党､R.ピール)に対し、漸進的改善が望めなくなってくると、オコンネルは 
 統合法の撤回こそが最終目標であると考えるに至った。政府に圧力を 
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 かけるべく、オコンネルが動員し開く集会には、毎回、何十万人の大衆 
 が集 まり、モンスター・ミーティングと称された。 
 しかし、イギリス政府が、戦争をも辞さない態度で禁止を迫ったクロンタ 
 ーフ(1014 ブライアン・ボルーがヴァイキングを迎え撃った歴史的旧跡) 
 での大集会を前に、常に合法主義者のオコンネルは土壇場で集会を中 
 止した（1843）。           
 オコンネルの法の枠内での大衆運動が成功せず、改革も進まないところ   
 から、オコンネルに反対する急進派が「青年アイルランド党(Young     
 Ireland)」（1842､T.デイヴィス）を組織した。ウルフ・トーンの非宗教的、   
 共和主義の｢統一アイルランド人協会｣の運動を継承するものであり、      
 （アイルランドのナショナリズムの源流フェニアン団(1858)に継承される。 

 <Daniel O’Connell>                     
   * 19C 欧ロマンティシズムの風潮：       (O’Connell St)            
  アイルランド英雄伝説、｢Irish Melodies｣（トーマス・ムーア、庭 
  の千草 The Last Rose of Summer）等でアイルランド・ナショナリズムを鼓舞した。  
 
 大飢饉（ジャガイモ飢饉､1845～51 年） 
 1800 年頃 450 万人ほどであったアイルランドの人口は急速に増え、1841 年には 817 万人となった。全 
 人口の 3 分の 2 は、農業に依存していた。1845 年じゃが芋が病原菌(立ち枯れ病)に冒され、収穫のほぼ 
 3 分の 1 が駄目になった。じゃが芋を主食とするアイルランド人は大飢饉に見舞われ、更に飢餓による熱病、 
 チフス、赤痢、壊血病が流行し、被害が拡大した。 
  イギリスホイッグ党のジョン・ラッセル内閣は、アダム・スミスの無干渉、自由放任政策の理念に則り、国家は 
 経済活動に干渉せず、市場の力に諸事件の結論を決定させるよう任すべきとしていた。イギリスを豊かにさ 
 せた自由放任の経済理論が、アイルランド人を餓死させた。          
  アイルランドの貧しい農民はじゃが芋を食べて、他の食べ物を地 
 代としてイギリスへ送っていた。飢饉の最中の 1845 年 7 月から 46 
 年 2 月の間も、100 万ポンド以上の食料が護衛付きのアイルランド港 
 からイギリスに送られた。1849 年飢饉が終了した時までに約 100 万 
 人が死に、海外に 100 万人が逃亡した。1850 年から 1930 年の間、 
 アイルランド人の移民はアメリカだけで 400 万人を超えていた。 
 （リチャード･キレーン） 
   * 大飢饉以後現在まで、約 700 万人のアイルランド人がアメリカに 
    渡った。1990 年時点でアイルランド全島の人口が約 500 万人 <｢大飢饉を追悼する像｣> 
   (350+150)に過ぎないのに、アメリカには 4300 万人､全世界に       （St. Stephen’s Green） 
   7000 万人ものアイルランド系住民がいると言われる(波多野裕造)。 
  ** ｢大飢饉を追悼する像｣(St.スティーブンズ・グリーン)   （写真→）  
  
  1840 年代のアイルランドの大半が飢えていた頃、アルスター地方では産業革命が興っていた。リンネル 
 工場、造船所、工学技術が急速に発展していた。ただ、アルスター地方の産業革命は、プロテスタントの、そ 
 れも特に長老派教会の現象であった。確立された教育制度とカルヴァン主義的な職業上の倫理観が結び 
 つき、プロテスタントのアルスター地方がイギリスの繁栄の一部であることを自覚させた。 （ベルファストの 
 19C 初の人口約 2 万人は、20C 初に 35 万人となる。） 
   * アルスターがイギリスとの結びつきで特別に強固である理由：①18C 末のトーン等「ユナイテッド･アイ 
   リッシュメン」の蜂起に対するアルスターのプロテスタントの恐怖心、②17C 以来のプロテスタント入植 
   者を中心とするアルスター地方の土地保有制度は、「アルスターの慣習」として伝統的に小作人の身 
   分が保護されていた、③ベルファスト周辺はイギリス本土と近く、原材料輸入、製品輸出が容易で、 
   イギリス本土の経済活動と結びついて産業革命が興った。大飢饉で農業を捨てた南部アイルランド 
   のカトリック住民が職を求めてベルファスト近辺に流入した。④産業の発展が人口の流入と共にプロ 
   テスタントとカトリックの宗派間の軋轢、抗争を生んだ。 
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  大飢饉を打開するための経済政策をイギリス議会に求めたものの聞き入れられず、青年アイルランド党は、 
  アイルランド人による政府（自治獲得運動）を樹立するべく武装蜂起を決行、失敗に終わった（1848）。  
 
 フィニアンズ（アイルランド共和主義者同盟(共和兄弟団（IRB, Irish Republican Brotherhood）） 
  大飢饉後にアメリカに移民したアイルランド人はイギリスに対して激しい怒りを抱いており、イギリスの利益 
 に打撃を与えることでアイルランドの政治的自由、「アイルランドの独立」を獲得しようと革命的秘密結社フェ 
 ニアン運動「アイルランド共和兄弟団（IRB）」* をニューヨークに設立、同時にダブリンの共和主義者もこれ   
 に呼応した（1858）。 
   * IRB の愛称は「フィニアンズ(Fenians)」であるが、これはケルト時代のアイルランドの伝説的な武士団 
    フィアンナ（fianna）に由来する。武力以外の手段を認めず、武力を通してのみ、アイルランド共和国を 
    獲得することを認めていた。徹底した武闘派であり、しかし少数派であった。今日に至るまでのアイルラ 
    ンドのナショナリズムの思想的源流。（今日のアイルランド共和軍(IRA）の母体) 
    

 IRB の組織は、アイルランドで他の何よりも重要なナショナリストの唯一の組織(カトリック教会)との軋轢を 
 引き起こした。そして、やがて反乱を計画したが失敗した(1867)。  

 しかし、イギリスの自由党内閣のグラッドストーン首相は、この蜂起がアイルランドの深い問題であることを 
理解した。先ず、アイルランド国教会制を廃止する「アイルランド国教会制廃止法」を制定(1869)、十分の 
一税を廃止、次いで「アイルランド土地法」を制定(1870)、小作人の地位を保護し、「アルスターの慣習」並 
みに安定させようとした。グラッドストーンは 3 次に亘る内閣を通じ、アイルランド自治法案成立に努力した*。 

   *イギリス二大政党時代の自由党は内政重視、アイルランド自治を支持、植民地反対（小英国主義）、 
    また自由貿易主張といった自由主義的改革が多く、産業資本家が 
    基盤。一方保守党は外政重視、アイルランド自治は反対、植民地 
    拡大（大英国主義）、そして保護関税貿易主張という伝統を守る 
    改革で、貴族や地主層を基盤としていた。 

 
 アイルランドでも合法的手段を通じて独立を実現しようとする自治獲 

 得運動が進められていた。国内問題を統制するアイルランド議会を再 
 設立するための運動が始まり、｢自治同盟｣(アイザック･バット､プロテス           
 タント･ユニオニストの法廷弁護士→ナショナリスト)が結成された。イギ 
 リスからの分離でなく、イギリス連合王国の枠内でアイルランドの自治 
 を求める運動であり、カトリックの支持も得ていた。   
 1879 年 C.S.パーネル（英国国教会派）はマイケル･ダヴィッドによ   
 って創設されたあらゆるナショナリストを包含した全国統一組織である 
 ｢アイルランド全国土地同盟｣(1877)の総裁となった。立憲的ナショナ   
 リスト(土地保有の安定を求めた小作農民の闘争､パーネル)と革命的 
 ナショナリスト(独立を求めた民族闘争､ダヴィッド)の 
 大衆運動の統一戦線が成立した。              
   <C.S.Parnell> 
              (Parnell Sq.) 
 
 近代アイルランド最大の大衆運動である。そして、土地戦争が始まった。ダヴィッドの指導の下に農民の利 
 益擁護を目的として出発した土地同盟は、広範な大衆動員の圧力で、政治目的である自治獲得に発言力 
 を持ってきていた。パーネルは、合法的闘争を望み、やがてはダブリンに自治的な別個の議会を設置すべ 
 き、と主張する合法的民族組織にこれを育て上げる。1880 にアイルランド国民党党首になったパーネルは、 
 国民党を｢アイルランド議会党(IPP)｣として再編(1882)、アイルランドのナショナリスト各派、カトリック勢力の 
 大半を一本にまとめた政党が誕生し、総選挙で、アイルランド議席の大半の支持を取り付けた。 
   * ｢キルメイナム約定｣(1882)：グラッドストーン/パーネルの休戦協定（小作農に譲歩/土地連盟の反政府 
    運動の一時中止）   
  ** アイルランド文芸復興運動：  
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    ・パーネルが復活させたフェニアン協会には、広範な運動を展開しようと 集った文芸復興を志す人々 
     が参加した。W.B.イェイツ、J.M.シング、グレゴリー女史等。 
   ・ゲール語連盟：ゲール語が日常的に話されている地方(Ghaeltachat)ではその保存を図り、次第に 
   ゲール語地域を拡大して行くことを目標とする、アイルランド語の復権である。アイルランドという独自 
   の文化国家を再建するために、まず言葉、文学、音楽、スポーツ、衣服、思想などでイギリス人の模倣 
   を止め、脱イギリス化する事から始める。    
  ・ゲール人体育協会（GAA、1884）：土着のアイルランド人のスポーツ（ゲーリック・フットボール､ハーリン 
   グなど古代のゲーム）を広め促進する一方、外国のゲーム（サッカー、ラグビー、ホッケー、クリケット）を 
   禁止する。民族主義において積極的で、指導者にフィニアンズやその共鳴者が含まれていた。 
  ・クーハラン：古代アルスターの勇者で、祖国のために戦って死 
   んだ伝説上の国民的英雄。 

「瀕死のクーハラン」（彫像、ダブリン中央郵便局内） 
 (写真→)  

                   
   
           <「瀕死のクーハラン」像> 

            (General Post Office） 
 
 1886 年グラッドスト－ンは第 1 次「アイルランド自治法案」を下院に提出した。（その後 1893 年第 2 次も 
  上院否決で不成立。）  
 総選挙でパーネルの IPP が多数当選し、カトリックの支持も得ていた。アイルランドは「自治法案」に賛成す 
 る独立派と反対する統合維持派の南北 2 地域へ分化・両極化した。アルスター地方では、イギリスとの統合 
 維持を図り、ナショナリストに抵抗しようと「アイルランド統一党」(ユニオニスト)が結成された。（1886）。  
 アイルランドの民族独立を目指す共和主義者の政治結社「シン・フェイン(Sinn Fein〝われら自身だけ   
  で〟(G)」党が結成され(1905)、アーサー・グリフィス(ナショナリスト、急進派）が 1910 に党首となった。         
 又 IRB も再建（1907）された。両者共にセパラティズム（イギリスからの分離・独立)を目指していたが、シン・ 

 フェインが「イギリスとアイルランドで共通の国王をもつが、議会は別々という二重王政を目指す」という比較 
 的穏健な姿勢で出発したのに対し、IRB は「物理的な力でアイルランド共和国を樹立する」という強硬態度 
 をとっていた。 
 アイルランド議会党（IPP、ジョン･レドモンド－パーネルの後継）はイギリスの自由党政府を支持する見返 
 りとして、自治法案の成立を求めていたが、法案は再々否決され、議会を通過したのはようやく 1914 年に 
 なってからであった。法案成立の見込みを予想して、アルスター地方で法案に反対する「厳粛同盟と盟約」 
 （イスラエル人の神との盟約を敷衍するカルヴァン主義的なもの）が 40 万人の署名を集めた。そして統合 
 維持論者（ユニオニスト）は自治法案に反対すべく「アルスター義勇軍」を結成した。他方、自治法案賛成   
 南 26 州も「アイルランド(国民)義勇軍」を結成、労働者階級は「アイルランド市民軍」（コノリー）を組織した。 
 イギリス自由党政府は自治法案からアルスター地方を除外する修正案を提出して、「自治法」は成立した。   
 しかし、世界大戦が勃発（1914）、戦争の続いている間、アイルランドの自治の実施は棚上げされた。 
 IPP レドモンドがイギリスの戦争遂行にアイルランドの協力を約束したことから、ナショナリストの戦闘的集団 
 であるアイルランド義勇軍は分裂した。反対派の少数集団はそのままアイルランド義勇軍を保持したが、そ 
 の内部には分離主義要素の最も強い IRB（フィニアンズ）を含んでいた。 
 
＜アイルランド独立と北アイルランド紛争＞ 
 復活祭蜂起 (The Easter Rising) 
 1916 年 4 月 24 日復活祭明けの月曜日、アイルランド義勇軍らはイギリスからの分離・独立を目指して 
 蜂起、パトリック・ピアスは、アイルランド共和国の緑、白、オレンジの三色旗を掲げて「アイルランド共和国   
 樹立の宣言」*を行った。 
    *  ダブリン中央郵便局、復活祭蜂起の総司令部 (写真→)  
 ** 「アイルランド共和国樹立の宣言」：「いつの時代もアイルランド人民は、民族の自由と独立を主張して 
  きた。過去 300 年の間に 6 度、武器を取ってそれを主張した」・・・①アルスターの蜂起(1641～49､ 
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  カトリック一揆：ゲール系＋オールド･イングリッシュ系連合軍)、 
  ②義勇軍運動(1690､ボイン河の戦い､アスローン橋の戦い､ 
  リマリック攻防戦)、③1798 年蜂起(ユナイテッド･アイリッシュ 
  メン協会：E.フィッツジェラルド､トーン)、④ロバート・エメットの 
  蜂起(1803､連合反対)、⑤1848 年青年アイルランド党蜂起、 
  ⑥1867 年フィニアンズ(IRB)蜂起、                      
    Cf. イースター蜂起（1916）    

 (写真↓)             <General Post Office> 
                                 
  蜂起は 1 週間で鎮圧された。イギリスによる蜂起指導者の処刑 
 に対し、アイルランド議会党、B.ショウ、リメリックのカトリック大司教 
 らが非難、アイルランド人は激怒した。（長い間、カトリック教会はフィニアンズ(IRB)と敵対的関係にあった。） 
 この蜂起はフィニアンズ(IRB)中心であったが、以後新生「シン・フェイン党」（デ・ヴァレラ）の名称を持つ政 
 治運動になった。  
 更にイギリスがアイルランドに導入しようとした徴兵制度は、 
 アイルランドの全てのナショナリスト（アイルランド議会党、シ 
 ン・フェイン党、ゲール人体育協会、IRB、カトリック教会）を 
 激しい反対の立場で結びつけてしまうのに充分であった。 
 翌年には復活祭蜂起の共和国宣言を継承するシン・フェイ 
 ン党が再結成され、民族運動の流れは自治から共和国を 
 目指すものへと変化していった。 
  世界大戦が終わった 1918 年の総選挙でアルスター地方 
 以外で圧勝したシン・フェイン党は、イギリス議会をボイコッ 
 トするという結党時の信念に基づき、イギリス議会に出席す 
 る代りに、当選したアイルランド選出議員が「アイルランド国 
 民議会(ドール・エレン)」を創設した。1919 年ダブリンで第１ 
 回会合を持ち、議長にデ・ヴァレラ、副議長にグリフィスを選 
 んだ。それはイギ リス支配に対する宣戦布告にも等しかっ 
 た。そこで、共和国樹立を宣言し、大統領にデ・ヴァレラを 
 指名した。 
 その日、2 人のアイルランド義勇兵が 2 人の警官を射殺して 
 独立戦争（｢英･アイ戦争｣､1919-21）が始まった。アイルラン 
 ド義勇軍（後の「アイルランド共和国軍（IRA）」､マイケル・コ 
 リンズ）がイギリスの軍隊に対して散発的に戦っ た。       

 * 映画「マイケル･コリンズ」        
             <アイルランド共和国樹立の宣言> 

 
 「アイルランド自由国」の建国 
  対イギリス独立ゲリラ戦争の最中の 1920 年、イギリスは「アイルランド統治（分離）法」を提示した。「アイル 
 ランドを南北二つに分割、それぞれに議会を有し、その上に両者を調停する協議機関を設置する。」というも 
 のであった。独自の国民議会を持ち独立戦争中の南アイルランドはこれを拒否、イギリスとの完全な統合維 
 持を望んでいた北アイルランド（6 州）は次善の策として受け入れた。北アイルランドはイギリス統治下に留ま 
 り、翌年に議会を持つ自治領として発足した。 

 1921 年「イギリス・アイルランド条約」調印、イギリスはアイルランド 32 県の内アルスターの 6 県を除く南 
 部・西部 26 県にイギリス連邦自治領として、カナダ、オーストラリアなどの他のイギリス国自治領と同等の憲 
 法上の地位を認め（事実上の独立国だが共和国ではない）、アイルランド側は、連合王国から分離、「アイル 
 ランド自由国」として自治権を認められた。（→1949「アイルランド共和国」。）  
 イギリスのロイド・ジョージ首相は南北それぞれ別々の政府と議会を設けることを認めた法律を成立させたが、 
 シン・フェイン党はこれを全面的に拒否した。南に支配されるよりはましとして、これを受け入れた北アイルラ 
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 ンドでのみ施行された。 
 南アイルランドでは、シン・フェイン党の内部でこの条約の受入れを巡って、26 州のみでも分離独立するこ 
 とを是とする者と、あくまで全島的な独立を主張する者との間で対立が起こり、内戦となったが、2 年以上に 
 及んだ闘争に条約賛成派が勝ち、｢自由国｣政府が勝利した（1923）。下野したデ・ヴァレラは「フィアナ･フォ 
 イル(共和党)」を結成（1926）、やがて政権に復帰、首相、大統領に就任した。 

             <アイルランド独立（1921）> 
 
 建国当初から北アイルランド政府は IRA を恐れ、アルスター警察を補佐するプロテスタントの民間人から 

 なる特別警察を作り、ベルファストやデリーなどのカトリック地区の暴動鎮圧の名を借りて、カトリック住民を組 
 織的に殺害した。1922 年には特別権限法を成立させ、何でもできる権限を内相に与え、やがて 1933 年 
 にはそれらが恒久的な法律となった。議会選挙でも比例代表制を廃止して、少数派のカトリックを議会から 
 締め出し、多数派による独裁政治を行った。 

 南のアイルランド自由国では、1937 年新憲法（「デ・ヴァレラ憲法」）*を制定、主権をもつ独立国家と宣言、 
国名を「エール（アイルランドの古名）」と定め、大統領制を導入した。カトリック教会に特別な地位を与えるも 
のであった。1938 年新憲法の下に共和国となり、経済面では保護貿易主義を採用したが、世界大恐慌に 
あたり、失業者増大し、海外移民が続いた。第二次大戦中、アイルランドは、連合国側、枢軸国側のいずれ 
にも加担せず中立を守った。 
尚、デ・ヴァレラ憲法は北アイルランドの領有権を主張している。 
  * 1939～45： 
   北部は第 2 次大戦でイギリスの一部として連合国について英米両国に軍事基地提供、軍事物資製造で 
   特需景気に沸き、戦後はイギリスの「ゆりかごから墓場まで」の福祉政策の保護を受けた。イギリスとの統合 
   維持論者(ユニオニスト、全人口の 60%)に対し、ナショナリストはいつの日か人口比率を逆転し、南北分割 
   問題の解決を夢見ていた。プロテスタント地域はイギリス連合王国の一部として、南部（アイルランド共和国） 
   より、物質的に裕福であった。 
  南部（共和国、デ・ヴァレラ共和党内閣）は第 2 次大戦では中立政策独立を堅持。保護貿易主義を取り、 
  1950 年代後半経済破綻寸前となった。世界大恐慌もあって、失業の増大、海外移民が続出した。 

 ** アイルランド議会憲法（1919）、アイルランド自由国憲法（1922）、現行憲法（1937） 
  *** アイルランド憲法：国名を「エーレ（Eire）」、英語では「Ireland」とする。（第４条） 

  Cf. Hibernia（雅語､ローマ人(カエサル)の用いた呼称） 
  

 1949 年正式に「アイルランド共和国」(26 州)を宣言し、イギリス連邦を離脱した。(北アイルランド 9 州の 
内 6 州はイギリス連邦王国に議会を持つ自治領としてとどまった。)  
1955 年国連に加盟、1973 年イギリスと同時に EC に加盟した。ユーロ創設メンバーとしてユーロ導入。 

                                           <アイルランド共和国誕生（1949）> 
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 Ⅱ．北アイルランド紛争 
 北アイルランドでは、アイルランド民族主義者(ナショナリスト：カトリック教徒が多数、過激派：レパブリカン) 
 とプロテスタント（ユニオニスト：イギリスとの連合主義者であるプロテスタント、過激派：ロイヤリスト）との対立 
 が激化し、1960 年代以降 30 年に亘り、北アイルランド問題が続くことになる。 
   * 北アイルランド：アイルランド施政法で自治獲得し南アイルランドから切り離され（1920）、イギリス・ア 
   イルランド条約で全島 32 州中 26 州が自由国となりイギリスから分離した後、6 州がイギリスの一部 
   （「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」）としてとどまった（1922）。北アイルランドの人口 
   160 万人の 3 分の 2 がプロテスタント。北アイルランドにとってカトリックが圧倒的多数（人口 460 万 
   人､87％）の南と一緒になる事は、少数派となり、従来の特権的地位を失うことを意味した。 

 北アイルランドでは少数派のカトリックに対する分離主義政策（セクタリアン）が制度化され、一種のアパル 
 トヘイトが雇用、教育、住宅、地方自治の各分野で実施されていた。1960 年代にアメリカの黒人の間で燃え 
 広がった公民権運動（マルティン･ルーサー･キング Jr.牧師）が大きな影響を与えた。カトリック教徒による 
 公民権(Civil Right)問題で北アイルランドに紛争が勃発した（1968）。 

 公民権運動の要望する改善策がナショナリズムの煙幕と見たプロテスタントの抵抗にあった。プロテスタン 
ト側(やがて主導権は極右派に移る)の反抗、暴徒、警官の介入に対し、デリー、ベルファストの、都会に住 
む労働者階級のカトリックが警官と国家に反抗した。IRA（アイルランド共和国軍）がカトリックの貧民街を防 
衛する民兵としてよみがえり、テロ行為の戦いに移った。プロテスタント（ユニオニスト､アルスター義勇軍）と 
カトリック（ナショナリスト､IRA）の両過激派グループ（ロイヤリスト対レパブリカン）のテロ活動が活発化し、 
1972 年デリー（ロンドンデリー）における公民権協会のデモに対するイギリス軍発砲事件をきっかけに、北 
アイルランド紛争最大の「ブラディー・サンデー事件」（カトリック居住区 Bogside）が起きた。 

  1985 年、イギリス､サッチャー保守党首相とアイルランド､フィッツジェラルド連立内閣首相の間に新「イギ 
 リ ス・アイルランド条約」が締結された。北アイルランドのナショナリスト側住民のために、アイルランド共和国 
 政府が北アイルランド問題についての政府間協議に加わる権利を共和国に与えるというものであった。プロ 
 テスタントの激しい反対に遭いながらも、現在も有効であり、イギリスとアイルランドの政府間協議が続けられ 
 ている。 
 ナショナリスト側が共和国の領土はアイルランド島全域であり、再統一の際には共和国の法令が全島に及ぶ 
 としており、北アイルランド問題で発言権を持つことは当然という立場に対し、ユニオニスト側は共和国がこ 
 れを改めない限り、対話に臨めないとの立場をとり、真っ向から対立している。 
   1993 年アイルランド･レイノルズ首相とイギリス･メージャー首相は和平の枠組み構築の意思と紛争解決の 
 基礎となる原則を示した｢北アイルランド問題の平和的解決を目指すイギリス･アイルランド共同宣言｣を発表 
 した。 
 1994 年シン･フェイン党アダムズ党首、IRA の軍事行動の停止を宣言し、四半世紀にわたるテロ活動の 
 放棄を宣言した。（但し、1996 年には停戦が破棄され、爆弾闘争が再開した。） 
 1998 年、人権の尊重、安全対策、雇用機会均等、2 年以内に全ての準軍事組織が武器を廃止すること、 
 警察・刑法制度の見直しなど包括的な和平合意（Belfast Agreement, Good Friday Agreement）が成立 
 した。イギリス政府は北アイルランド住民の過半数が望む限り、イギリスの統治を継続するが、将来南北アイ 
 ルランドの住民が統一を求める場合は、これを認めるとした。アイルランド共和国は憲法上の問題（「アイル 
 ランドの領土は北を含む全土」と規定）について、全面的解決の暁には北アイルランドの合意の原則が十分 
 に反映されるように憲法改正を提案し、支持するとした。 
  * 英･アイ共同宣言は｢北アイルランドの将来の帰属は、住民の自由意思により決定される｣としている 
   が、既に北アイルランドの人口構成には変化が表れ始めており、カトリックの人口増加はプロテスタン 
   トのそれを上回ってきている。今後 20-30 年のうちには、出生率の高いカトリック人口が多数を占める 
   ことも予想される。その時、国民投票による｢多数意思の確認｣を経て、北アイルランドが平和的に南と 
   合体し、統一アイルランドが誕生すこともあり得よう。 
 
  1998 年、穏健派カトリックの社会民主労働党党首の J.ヒューム（ナショナリスト）と最大のプロテスタント政 
 党アルスター統一党党首 D.トリンプル（ユニオニスト）はノーベル平和賞を受賞した。 

 1999 年北アイルランド自治政府が形成され、72 年来のイギリスの直接統治が終わった。 
 2007 年北アイルランド自治政府再開。 
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<シャンキル地区(プロテスタント)のミュール（壁画）> 

 

 

 
 
 
 <一般住宅の壁のミュール> 

 
 
 

  ↑ 

<アイルランド征服者ウィリアムⅢ> 

 

 

<威嚇する狙撃兵>↑ 

  

 

 

<プロテスタント／カトリック両居住地区を隔てる壁、Peace Wall>  

  
 
   

<書かれたメッセージ> 
 
 
     
  
  

 

 

 

 

<延々と続く壁>↑ 

 

 

<フォールズ地区(カトリック)のミュール（壁画）> 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 <IRA 殉教者ボビー･サンズ(シン・フェイン本部)> 
          <パレスチナ等世界の被抑圧者解放アッピール> 



15 
 

 
 （後記） 現代の二つの壁 

アイルランドを旅行したのは 2013.6.3~17 であった。アイルランドは 1921 年来、同一民族ながら、南の 
 ｢アイルランド共和国｣(独立国)と北の｢北アイルランド｣(英国連合王国に所属)の二つに分かれ、別々の道を 
 歩んでいる。アイルランド共和国はカトリック系住民が 87％を占め、EU に加盟している。北アイルランドは、 
 人口約 160 万、そのうち先住のゲール人(ケルト民族)やヴァイキング､ノルマン人を祖先とするカトリック系住 
 民が 3 分の 1、英国本土からの移住者を祖先とするプロテスタント系住民が 3 分の 2 であった。17C 初頭、 
 英国が、北アイルランド(アルスター)の植民地化を始め、主としてスコットランド長老派､それに英国国教会派 
 などのプロテスタントを入植させ、以来先住のカトリック系住民に対して政治的、経済的弾圧をかけ続けてき 
 た。1960 年代半ば頃になって、支配者層のプロテスタントに反発する農業労働者層の土着カトリック系マイ 
 ノリティーによる人権運動と統一アイルランド運動を発端として、プロテスタントとカトリック両派の対立が始ま 
 り激しい抗争が繰り広げられてきた。｢北アイルランド紛争(The troubles)｣である。テロ等によって 3,500 人 
 近くの犠牲者を出している。2001 年調査では、北アイルランドは、プロテスタント系住民 45%、カトリック系 
 住民 40%である。 
 

北アイルランドの首都ベルファストには、プロテスタント系住民居住区とカトリック系住民居住区とを分断 
 する｢平和の壁（peace wall)｣と称するコンクリート壁が 90 カ所前後に造られており(最長のもので長さ 
 2km､高さ 7ｍ)、抗争の激化を防いでいる。壁は 60 年代後半以降衝突を避ける目的で順次建設された。 
 プロテスタント地区には英国旗(ユニオンジャック)または｢青･白･赤｣の象徴色、カトリック地区にはアイルラ 
 ンド国旗または｢緑･白･橙｣の象徴色が際立っている。夫々の地区にある建物の壁全面に、数々の壁画 
 (ミュール)が描かれ、夫々に激しい抗議のメッセージが書かれている。シャンキル･ロード(プロテスタント地 
 区)には、ウィリアムⅢなど英国との深い関係を示す歴史的人物の肖像や威嚇するような生々しい狙撃兵の 
 壁画などが、フォールズ･ロード(カトリック地区)には、IRA の殉教者の肖像や世界の被弾圧民族支持の壁 
 画などが描かれている。 
 
  1998 年の和平合意の後、プロテスタント(忠誠派)とカトリック(共和派)の両党党首がノーベル平和賞を 
 受賞した。それ以来、その壁には、住民が思い思いに、平和を願い、地域の発展を願って、言葉や絵を描く 
 ようになった。訪れた無数の人々のメッセージの中に、自分も一言、祈りを込めて｢ヘブライ語で“シャローム 
（平安)“｣ と記した。 
 
 和平合意後も両派の対立は根深く残っている。北アイルランドのベルファストやデリーといった主要都市 
 の遺跡はまさにテロの遺跡である。ともあれ、せめてもの慰めは、イスラエルやベルリンの壁と違って、絶対 
 的なものではなく、そもそも地域住民の求めによって造られている点である。 

 尚、2013 年 6 月 14 日、英国キャメロン首相と北アイルランド自治政府ロビンソン首相が、ロンドンで記 
 者会見し、北アイルランドのベルファストなどにあるカトリック系／プロテスタント系住民居住区を隔てる平和 
 の壁をこの 10 年間に撤去するという計画を発表している(ロイター／共同)。 
   エリザベス女王が初めてアイルランドを訪問をしたのは、2011.5.であった。 
 そして、2014.4.アイルランドのヒギンス大統領の訪英時には、夫々次のようなスピーチを残している。 
 ・エリザベス女王：「わたしたちは過去を忘れはしませんが、過去が未来を人質に取ることを許してはならな 
  いのです。これこそ両国の若い世代に与える事の出来る最大のおくりものです。」 
 ・ヒギンス大統領「過去は尊敬を持って評価されねばなりませんが、過去が現在の潜在性や未来の可能性 
  を危機にさらしてはなりません。」 
 
 5 年程前にイスラエルを旅行した。そこで一番印象に残ったのは、イスラエルが建設しつつあるイスラエ 
 ルとパレスチナを分断する延々と続く｢分離壁(Separation Barrier)｣であり、またヨルダン西岸地域のパレ 
 スチナ自治区におけるイスラエルによる入植地(Settlement)の進展であった。その事実を目の当たりにして、 
 非常な驚きを憶え、且つ心からの憤りを禁じ得なかった。パレスチナ自治区にあるベツレヘムに行くには、 
 チェックポイントのゲートを歩いて通過するのだが、壁が特別に分厚く厳重に構築されていて、異様に重苦し 
 く我ながら緊張した。ゲート以外の個所の壁は、大体、高さ 10ｍ、幅 30cm 程度のものだ。西岸地区の分離 
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 壁は 2006 年 4 月時点で全長 440km に及ぶと言われる。 (完成後約 708km と予測されている。) 
 1967 年第 3 次中東戦争後、イスラエルはヨルダン西岸､ガザを占領した後、自国領に併合し、1970 年 
 から西岸で入植活動を開始した。その後、占領地を返還してパレスチナ人と和平を達成しようとする｢領土 
 と和平の交換｣の和平合意(キャンプ･デービッド合意)をした後も、西岸パレスチナ地域には多数の入植地 
 が存在し、その合意の実現が阻害されている。 
  西岸地区に建設したユダヤ人入植地は政府承認によるものだけで 120 箇所、過去 10 年で入植者人 
 口は 16 万人が 10 万人以上も増え 26 万人となっている。（2008 年 12 月現在､他にエルサレムに 18 万 
 人以上。） 

 2002 年以来、シャロン首相(在任 2001-06)は「テロリストの侵入を阻む」という名目で、パレスチナ人居 
 住地を囲い込み、パレスチナ人との関係を遮断するという｢分離構想｣を打ち出し、長大な分離壁(分離フェ 
 ンス)の建設を推進して来たのである。 

イスラエルの政策はユダヤ人人口を極大化する一方で、パレスチナ人人口を極小化する｢ユダヤ化政 
 策｣と呼ばれるものである。 ここに、｢大イスラエル主義｣として、領土を拡張すればするほど多くのアラブ人 
 を抱えることになり、イスラエルのユダヤ民族国家としての性格が希薄になる問題に対し、西岸のパレスチナ 
 人口が何れユダヤ人口を上回るという｢人口学的脅威｣につき、分離壁でパレスチナ人居住区を囲い込む一 
 方、ユダヤ人の大量入植で対処しているのである。  

 パレスチナ問題は、｢テロとの戦い｣の視点からしか見ない米国と、占領地に対する支配を絶対視する｢大 
 イスラエル主義｣のイスラエルに問題の根源があることは間違いない。 
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（補足 1） 
アイルランド共和国（Ireland） 

一般事情（2012 年 8 月現在） 
面 積：70,300km2（北海道とほぼ同じ) 
人 口：約 459 万人（2011 年アイルランド国勢調査速報値） 
首 都：Dublin（約 121 万人、2010 年 4 月アイルランド中央統計局推定） 
言 語：アイルランド語（ゲール語）及び英語 
宗 教：約 87％がカトリック教徒 
略 史： 1801 年 イギリスがアイルランドを併合 
    1919～21 年 独立戦争  
   1922 年 イギリス連邦内自治領として発足。 
     アイルランド自由国憲法制定（北アイルランドはイギリス領に留まる。）  
  1937 年 アイルランド憲法（現在の憲法）制定（大統領制の導入） 
  1949 年 共和制を宣言（イギリス連邦離脱） 
  1955 年 国連加盟 
  1973 年 EC 加盟 
  1999 年 ユーロ導入（ユーロ創設メンバー） 
   （1998 年 北アイルランドの和平合意成立） 

    （2007 年 北アイルランド自治政府再開） 
 政治体制・内政： 

 政 体：立憲共和制 
元 首：マイケル・Ｄ・ヒギンズ大統領（2011 年 11 月 11 日就任。任期 7 年、最高 2 期） 
議 会：二院制（下院優位。下院 166 議席（任期 5 年、解散あり）、上院 60 議席） 
政 府：統一アイルランド党及び労働党の連立政権。 

   首相 エンダ・ケニー（統一アイルランド党） 
    副首相兼外務・貿易相 エイモン・ギルモア（労働党） 

内 政：（1）2010 年 3 月のギリシャ債務問題に端を発してユーロ圏の財政懸念が高まる中、アイルランドの国 
 債金利が高騰。11 月に政府は EU と IMF から総額 850 億ユーロの支援スキームを受け入れた。 
  経済悪化を背景に、共和党・緑の党による連立政権の支持率は低迷し、2011 年 1 月、カウエン前 
  首相の共和党党首辞任等に続き、2 月に議会は解散された。 

   統一アイルランド党と労働党の連立政権による政権交代が 14 年ぶりに実現。ケニー政権は財政 
  再建と経済回復を最優先課題に掲げ、EU/IMF 財政支援プログラムを着実に実施。 
  また、雇用促進対策や公共サービス改革等にも取り組んでいる。 

（2）2 期 14 年を務めたマッカリース大統領の任期満了による退任に伴い、2011 年 10 月に大統領選 
  挙が実施され、11 月にヒギンズ第 9 代大統領が就任した。 

外交方針：（1）EU 1973 年に EU（旧 EC）加盟。EU を重視。 
 (2) 多国間外交 第二次世界大戦前から中立政策を掲げ、北大西洋条約機(NATO)非加盟（NATO 
  平和のためのパートナーシップ（Pp.）には 1999 年から参加）。 
 国連平和維持活動（PKO）に積極的に参加しており、現在、国連レバノン暫定隊 440 名を含む 17 
 ミッションに 569 名を派遣。 

経済概況：アイルランド経済は独立後数十年来の間、経済不況と移民による人口減少に苦しんできたが、 
  1990 年代に入りアメリカの IT 企業による積極投資を受け「ケルトの虎」と称される経済の活況を呈する 
  ようになった。 

 好調な輸出の成長が経済を牽引し、2011 年は経済危機以降初めてプラス成長となる見通し。 
 他方、国内需要は依然として脆弱であり、消費は落ち込んでいる。失業率も高止まり状態。 
 政府は EU/IMF 財政支援プログラムの下、2015 年までに財政赤字の対 GDP 比を 3％以下に抑える 
 べく、厳しい財政・銀行再建策を実施中。2012 年予算案（歳入 401 億ユーロ、歳出 589 億ユーロ）で、 
 22 億ユーロの支出削減及び 16 億ユーロの歳入増加策を打ち出した。 
 今後、ユーロ圏の経済状況が更に悪化すれば、輸出等アイルランド経済に悪影響を及ぼす可能性あり。  

   政 府：5 月 31 日に EU の新たな財政協定批准に関する国民投票を実施し、可決された。 
   （１）主要産業：製造業（電子・電気、化学）、酪農畜産業 
  （2）GDP（2012 年 4 月ＩＭＦ）： 2,177 億ドル（2011 年） 

（3）一人当たり GDP(2012 年 4 月 IMF)： 47,513 ドル（2011 年） 
 最近の状況： 

EU･IMF によるアイルランド支援プログラムの状況 
(山中崇「2013 年中の支援プログラム卒業が見込まれるアイルランド」国際通貨研究所 NewsLetter 2013.7.) 
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  アイルランド経済は外需を牽引役に回復途上にあり、2013年も3年連続となるプラス成長が見込ま 
  れている。内需は、不動産バブル崩壊によるバランスシート調整圧力や財政緊縮の影響で低迷が続い 
  ており、依然ダウンサイドリスクが大きいが、落ち込みのペースは鈍化している。 

 2013 年は支援プログラムの最終年（3 年目）に当たるが、アイルランドは当初予定通りにプログラムを卒 
 業することが見込まれる。支援プログラム卒業後もアイルランドの債務の持続可能性は維持される見通し 
 である。 
 IMF の基本シナリオでは 2015 年以降 2.5～2.7％の潜在成長率へ回帰することなどを前提に、基礎 
 的財政収支（プライマリーバランス）が 2014 年から黒字に転じ、2015 年には財政赤字の GDP 比が 
 目標の 3％以下に低下することを見込んでいる。この結果、公的債務残高の GDP 比も 2013 年の 
 122％をピークに緩やかに下がり始め、2021 年までに 95％前後まで低下する見通しとなっている。 

 
 
 

北アイルランド（United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland） 
一般事情（2012 年 8 月現在） 

面 積：13,843km2 
人 口：約 181 万人（2011 年） 
首 都：Berfast （約 24 万人） 
公用語：英語、アイルランド語、アルスター・スコットランド語 
宗 教： プロテスタント 45.5％、カトリック 40.3% (2001 年) 
GDP（PPP）： 332 億ドル（2002 年）、1 人当り 19,603 ドル  

 政治体制・内政： 
政 府：連合王国国王 エリザベス 2 世、 
   首相 ピーター・ロビンソン 
政 体：立憲共和制 
発 足：アイルランド統治法 (1920 年)  

通 貨：UK ポンド(£)（GBP）  
その他：国 花（シャムロック）、守護聖人（聖パトリック） 

 
 
 
 
 
（補足 2） 
IMF によるアイルランド支援プログラム（Reuters） 

2013. 04.04.「アイルランド経済の先行き不確か、金融支援は年内脱却見通し＝ＩＭＦ」 
国際通貨基金（IMF）は 3 日、アイルランド支援プログラムの進捗状況に関する審査報告書を公表し、脆弱な 
景気回復の先行きは極めて不透明感が強いものの、最近の動向は年内の支援脱却に向けて追い風になると 
の見解を示した。アイルランドは 2010 年終盤に欧州連合（EU）および IMF から支援を受けて以降、条件とし 
て課された財政再建目標を着実に達成。前月には 50 億ユーロ（64 億 2000 万ドル）の 10 年物国債発行を 
実現させた。IMF は 10 年債発行は市場への完全復帰に向けた重要な一歩と評価したが、アイルランド経済 
の先行きは欧州経済の回復と欧州諸国による支援条件の緩和にかかっているとして慎重な見方を示した。 
「金融市場や実体経済における最近のポジティブな動向は、アイルランドが EU･IMF 支援から年内に脱却す 
る能力を支援する」としたものの、「2013 年も引き続き低成長となる見通しで、中期の緩やかな回復見通しは 
極めて不透明感が強い」とした。 
成長率見通しについては、2013 年が 1.1%、2014 年が 2.2%とし、それぞれ据え置いた。 
IMF はまた、アイルランドの銀行支援コストについて、実施分の一部、および必要なら将来分についても、欧 
州安定メカニズム（ESM）が肩代わりするよう、欧州首脳にあらためて要請した。 
IMF、対アイルランド支援 12.7 億ドルの実行を承認、 

2013.06.18.「アイルランドが支援プログラムの条件を満たす方向にあるとして、総額 850 億ユーロ（1130 
億ドル）の支援のうち、12 億 7000 万ドルの拠出を承認＝IMF」 
今回の拠出を含め、アイルランドがこれまでに受け取った IMF 支援額は合計 277 億 9000 万ドルとなる。 
アイルランドは拠出金を受け取るに当たり、毎回支援条件を満たす必要がある。 
IMF はアイルランド経済について、2012 年も前年に続いて緩やかな成長となったほか、今年第 1・四半期 
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の雇用率は前年同期比で 1%上昇したと指摘した。 
2013.06.20.「アイルランド、年内に国際支援脱却の可能性＝IMF」  

アイルランドが年内に国際支援から脱却できる可能性があるとの見方を示し、ただ、欧州諸国からの追加支 
援があれば、銀行部門の健全化などに効果があるとの見方も示した。 
IMF は同国に対する見直しのなかで、「アイルランドの政策措置は健全で、調整策は実行に移されている。 
これにより支援プログラムが成功する見通しが高まっている」と評価した。ただ「銀行が抱える課題に対処し、 
将来的に資本需要が発生した場合の衝撃を和らげるための欧州諸国からの追加支援は、回復支援と債務 
の持続可能性の保全につながる」とし、これによりアイルランドが市場から資金を調達する能力が高まるとの 
見方を示した。 
IMF はまた、アイルランドの一部政治家から出ている 2014 年と 2015 年の予算削減目標などを引き下げる 
案について、支持しないとの立場を示した。 

2013.12.19.「アイルランド、支援終了後も財政規律維持を＝IMF」 
アイルランド経済は勢いを増しつつあるものの、高水準にとどまる債務の削減に向けて財政規律を維持する 
必要があるとの見解を示した。 
アイルランドは前週、国際金融支援を受けたユーロ加盟国として初めて支援終了を発表した。 
建設セクターの回復に支えられて経済は再び拡大しているが、公的債務の対国内総生産（GDP）比率は依 
然 120%超に高止まりしている。IMF は支援プログラムに基づき１１月に実施した最終審査の詳細を公表し、 
支援条件を一貫して達成したアイルランドの取り組みを評価、同国経済は強さを増したと指摘した。 
一方で、危機から完全に回復したと判断するためには、高水準の公的債務や財政赤字、大規模な民間債務、 
金融セクターの問題、さらには長期失業問題への対処に向けて確固とした努力を続ける必要があると強調し 
た。2013 年の成長率見通しは従来予想の 0.6%から 0.3%に下方修正した。14 年については 1.7%、15 年 
は約 2.5%と予想した。 

2014.6.19.「アイルランド、緊縮の手を緩めるべきでない＝IMF、By EAMON QUINN」 
アイルランドの景気回復は軌道に乗っていると評価する一方、厳しい財政計画の手を緩めることのないよう政 
府に要請した。先月の選挙で有権者に手痛い評価を下された連立政権が直面する政治的圧力は強まりそう 
だ。 
ケニー首相率いる連立政権は 5 月、欧州議会と国内の選挙で大幅な支持率の低下に見舞われた。 
有権者は緊縮反対派で知られる政党や無所属候補にくら替えした。その後、与党第 2 党の労働党で党首を 
務めるギルモア副首相が辞任すると、党内では後任争いが生じ、政府の緊縮努力をめぐる議論に焦点が向け 
られた。閣僚らはそれ以来、税収を引き上げれば政府には緊縮の手を緩める余地が生まれ、金融支援下の 
財政赤字目標は 10 月初旬に発表する 2015 年財政計画でも達成できると示唆している。連立政権はまた、 
アイルランドが 3 年に及ぶ国際通貨基金（IMF）と欧州連合（EU）の金融支援プログラムから昨年 12 月に 
脱却したことを評価し、長年にわたる歳出削減・増税の最悪期はようやく終了しつつあると指摘した。 
だが、IMF は支援脱却後初の監視報告で、アイルランドが苦労して手にした財政の信頼性を確保するため 
には、15 年に向けて 20 億ユーロ（約 2700 億円）規模の緊縮策を打ち出す必要があると指摘した。連立政 
権の選挙結果が悲惨だったことは、景気回復の恩恵を多くの人がまだ受けていないことの表れだと認めた。 

ケニー首相は 18 日これに先立ち、政府は 15 年の財政赤字を国内総生産（GDP）比 3％未満へ削減す 
る方針だが、政治家は有権者に応え、緊縮の痛みを和らげる必要があると記者団に語った。 
 
 
 
 
（補足 3） 
 「アイルランドの歴史と北アイルランド紛争」(PP) 
  (Power Point による Slide Show) 


