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エスニック新事情】スコッ トラン ド、海外交流に活路―「自由な発想力」で難周を好機に 時事通信社
【
解脱委員 杉山文彦 (2021/01/27‑12100)
欧州連合

(EU)離 脱手続きを終え、新年か ら独 自の道を歩み始めた英国で、ジ ョン

ソン首相の強硬な離脱路線 に終始批判的だったのが北部のス コッ トラン ドだ。
英国の 圧U離 脱が決 まった 2016年 6月 の国民投 票 は、離脱支持が全体で 520/0と
過半数 に達 したが、欧州大陸 とつなが りが深 いス コッ トラン ドに限れば、その割合 は

38%に とどま り、逆 に残留支持が 620/0に 上 つた経緯がある。

ス コ ッ トラン ド独立を訴
え、ノヽ
グパ イプを吹 く
「 EU離 脱 はスコッ トラン ドの意思 に反する。独立 した欧州の国 として自らの将来を 人
=2019年 11月 、
決める時が来た」― 。独立派のス コッ トラン ド民族党
率 いるスタージ ヨン 英グ ラスゴ ー (AFP時
事)

(SNP)を

自治政府首相 は昨年末 、そう宣言 した。

とはいえ、そのス コッ トラン ドも今 はまず、英国が約半世紀ぶ りに欧州大陸か ら切 り離 される という目の前の
新 たな現実 に対応 しな ければな らない。自治政府の推計では、ス コ ッ トラン ドの域 内総生産

(GDP)は EU離

脱 に伴 い、 2030年 まで に 6.10/0減 る とも予想されている。
この難局を乗 り切 るカギ は何か。筆者のイ ンタ ビューに応 じたス コッ トラン ド国際開発庁のステ ィープン・
ベ ーカー 日本代表

(61)は 、 「ス コッ トラン ド人の一番の財産 は、長年の海外 との活発な交流や、特色 のある

教育市1度 の中で培われた 自由な発想 力です。それが今 、強み になる」 と前向きに話す。

◇産業革命 、明治維新 に貢献

ス コッ トラン ドといえば、す ぐ思い浮かぶのはウイスキ ー、それか ら格子柄のキル ト
生地のスカー ト、哀愁を帯びたバグパ イプの音色だが、実 はこの地 は、18世 紀後半以
降の産業革命で 日本を含む世界の近代化 に決定的な役割を果た した欧州の最先進地域で
もあつた。
グラバー園を訪れたラグ 蒸気機関を発明 。実用化 し「産業革命の父 」 と呼ばれ るジエ ームズ 。ワッ トを はじ
ビーのスコットランド代
表 =2019年 9月 、長 め、スコ ッ トラン ドか らは 18〜 19世 紀、交通 、土木 、建築、化学な どあらゆる分野
崎市 (時 事)
で世界的なイノベ ーシ ョンの先駆者たちがキ ラ星のご とく輩出 している。
明治時代の 日本の文 明開化の際も、産業育成や先端技術の伝授のため に、使命感を抱 く若 いス コッ トラン ド人
が数多 く来 日した。その中には、千葉県の犬吠埼な ど全国 30カ 所 に灯台を築 き、新橋一横浜 間 の鉄道敷設 、横
浜や銀座の街並み づ くりにも関わ つた リチヤー ド・ プラン トンらの ほか、幕末 の長崎で貿易商 として坂本龍馬 ら
を助 け、維新後 も日本の鉱 山開発や造船事業の発展 に尽 くした トー マス ・ ブレーク・ グラバ ー もいる。
ベ ーカー氏は、 「産業革命でス コッ トラン ドが 一つ の中心地 にな り得た要因は、強力な教育制度 と、幅広 い国
際交流の 二つで した。今も、ス コッ トラン ドの成功のため に必要なのは、基本的にこの二つの フアクターで しよ
う」 と語る。

◇民主的教育、大学 は無料
まず教育面を見る と、ス コッ トラン ドで はキ リス ト教会が中世か ら信者の教育 に関わ り、 とりわ け 16世 紀の
宗教改革以降、プロテスタ ン トの一 派、長老派 (プ レス ビテ リアン)の 運営する教区学校が町ご とに設 けられ
た。「だか ら住民の識字率がも とも と高かつたのです」 とベーカー氏は指摘する。 日本の寺子屋のような教育シ
ステムが、もつ と古 くか ら各地 に網羅 されていた ということだ。
しかも、国王が主教を任命するイ ング ラン ドとは違 って、スコッ トラン ドの長老派の教会 は信者 による合議制
で運営されてきた。そのため に教育もずいぶん民主的で、貧富や階層 による差別が見 られないのが特徴 だ とい
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今なおその伝統 は生 きている。イ ング ラン ドの大学教育が有料なのに対 し、スコッ トラン ド自治政府 は学費を
無料 に した。 「それが奏功 して、ス コッ トラン ド人の大学進学率 は欧州全体でも今や トップクラス 。加えて英国
が

EUの 加盟国で域内の往来が 自由だった昨年まで、学費無料のス コッ トラン ドヘ 大陸か ら留学生が集 ま りま し

た」 とベ ーカー氏 は言う。
また人口 5600万 人のイングラン ドに対 し、スコッ トラン ドは 10分 の 1の

540万 人。 「このサイズの違

いは大 きい」 とベ ーカー氏 は話す。大所帯のイ ングラン ドと違 つて、スコッ トラン ドでは産学官の機構が機動的
に運携 して動 くことができる。

◇在外 同胞、人国の 5倍

もう一つの フアクターとなる幅広い国際交流も、音か らス コッ トラン ド人
のお家芸だ。ベーカー氏は 「スコッ トラン ド人 1人 に対 し、海外 にはスコッ
トラン ド系が 5人 いる」 という言い伝えを挙 げる。
スコットランド

実際、ス コッ トラン ド本土よ りも米 国在住のスコッ トラン ド系の方が多

500万 人が住む。欧州か らラテンアメ リカ、オース トラ
リア、ニュ ージー ラン ドまで、スコッ トラン ド系は世界全体で計 3000万
く、カナダ にも約
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人に上る という。
その中には、本国で貴族の地主 に追い出されて移民 になつた人や 、欧州大
陸で傭兵 (よ うへ い)に な つた人、新大陸アメ リカで 一獲千金を夢見た人、
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大英帝国の植民地支配 にカロわつた人、グ ラノt― のように極東 まで雄飛 した若
者の子孫もいる。
ベ ーカー 氏も、積極 的に海外を目指すス コッ トラン ド人の血を引 く。生まれ はイングラン ド北東部ニューカ ッ
スリレだが、父親の母方がス コッ トラン ド人。幼時か ら日本の武道 に興味を持ち、柔道、空手を習つた。合気道 も

5段 だ。日本人 の空手の先生か ら人生計￨￨を 学び、 「先生のパ ックグ ラウン ドを知 りたかった」 と、英ダーラム大
学で理工系の博士号を取得後 、はるばる来 日した。ソニーに研究員 として入社 し副社長まで昇進 、 2006年 か
らスコッ トラン ド国際開発庁 日本代表 とな り、日本ス コッ トラン ド交流協会の会長も務めている。
「私 は英国よ りも日本 に長 くいたからこそ、考え方の幅が広がつた。海外 と交流すると違 った視点を得 られ
る。それがイノベー シ ∃ンにはとても大切なのです」 と話す。

◇併合 への反発で開花

こう した環境が早 くか ら備わっていたス コッ トラン ドで は、イング ラン ドに事実上併
合されて独立国の地位を失った

1707年 以降、む しろそれ に知識人が反発 し奮起する

形で、 「スコッ トラン ド啓蒙 (け いもう)」 と呼ばれる高度な文化が 、中心都市エデ ィ
ンバ ラを舞台 に花開いた。その中か ら経済学者アダム ・ス ミス 、哲学者デ ー ビッ ド・
ス コ ッ トラ ン ド国際開発 ヒューム らの天才が現れ、それが産業革命 につながつていつた。
庁のベ ーカー日本代
ベ ーカー氏は 「当時は高い教育水準 に加えて、欧州大陸 との盛ん怠交流で、新 しいア
表 =1月 20日 、東京都
内 (筆 者撮影 )
イデアも どん どん入つてきま した。面白いの はその時期 にいろんな研究団体が生まれ、

活発な討論を経て 自由な発想が出てきたこと。だか ら未来志向の著名 な研究者も生まれ
た 」 と話 す 。
それ で は英 国 の
か
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◇独 立問い再び住民投票か

「欧州 との強固な関係を維持 し、同時 にほかのパ ー トナー との関係 も強めなが ら、可能な 目
― トナーの一つです」 とベ ーカー氏 は話す。
標を探 らなければな らない。日本 も大切なノξ
スコッ トラン ド国際開発庁 は、日本企業がス コッ トラン ドに投資する際 に企業 と―緒 に動い
て効果的な方法を助言 してきた。現在ス コッ トラン ドで は三菱電機や□― 卜製薬、テルモな ど
日本企業

100社 以上が活動 し、約 6000人

の雇用を生んでいる。

「例え ばスコッ トラン ドヘの投資で今のキーワー ドの一つは『脱炭素』。ス コ ッ トラン ドは
ス コ ッ トラ ン ドの
ス タージ ∃ン自治
新エネルギ ーの分野 はとても魅力的です」 とベ ーカー氏は目を輝かせる。
政府首
相 =2020年
ス コッ トラン ドで は今年 5月 、議会選挙が行われる。スタージ ョン自治政府首相 は、与党
12月 、英エデ ィ
に続 く 2回 目の住民投票 の承認をジ ョ ンバ ラ (AFP時
勝てば、独立の是非を問うため に、
事)

欧州屈指の強風の地ですが、それを武器 に変えて、洋上風力発電所 の建設が進み始めま した。

SNPが

2014年

ンソン政権 に強 く迫る考えだ。
本当にスコッ トラン ドが

300年 ぶ りの独立へ か じを切るのか は、議会選挙後 にな らない と分からない。はつ

き りしているのは、歴史的に自由な発想力を活用 してきたス コッ トラン ド人が、今回もあ らゆる1犬況を好機 に変
えてい くだろうということである。

杉山文彦 (す ぎやま・ ふみひ こ)
時事通信社解説委員
ニューデ リー特派員、カイロ特派員 として、アフガニスタン内戦や中東 1青 勢な ど途上国の問題を幅広
く取材 。パ リ支局長、外信部長、編集局総務を務めた。 2016年 か ら現職。編著 に『世界テロ リズ

ム・マツプ 憎 しみの連鎖を断ち切 るには』 (平 凡社新書 )な ど。

▽ご 意 見 、 ご 感 想 等 は こち ら ま で ▽
お 問 い合 わ せ
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