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1. はじめに
英国はパラリンピックが終わった後、急に涼しくなり、今や秋も深まってきました。各
地の美しい紅葉の様子が報道されていますが、気象庁は洪水と強風の注意報を出
しています。この時期は政党の党大会シーズンで、既に自民党の党大会が終わり、
現在労働党の党大会が開かれています。その後、保守党の党大会が開かれます。

2.党大会の党首スピーチ
9 月から 10 月にかけて英国では、政党の党大会が順番に開かれます。党大会のた
めに、下院は休会です。公式に 9 月 18 日から休会となり、10 月 15 日に下院が再開
します。なお、上院は、長い夏休みの後、10 月 8 日に再開されます。
党大会の期間は、自民党 5 日間、労働党 5 日間、保守党 4 日間ですが、この間、メ
ディアがそれぞれの政党の党大会をかなり詳細に報告するため、それぞれの政党の
主張をより広く知ってもらうためには非常に貴重な機会と言えます。また、どの政党に
勢いがあるか、どの党首が最も脂が乗っているか、どの程度党員らから支持されてい
るかなどが比較されるため、党首らは、そのスピーチの準備にたいへん多くの時間と
労力を費やします。10 月 7 日から始まる保守党の党大会でのキャメロン首相のス
ピーチには、首相のストラテジストを今年 5 月まで務め、現在カリフォルニアにいるス
ティーブ・ヒルトンが、そのスピーチ準備チームに加わると報道されていますが、メディ
アは、それぞれの党首のスピーチを重視します。党首のスピーチ準備には幾つもの
逸話があります。
例えば、1984 年 10 月のブライトンでの保守党大会中に、サッチャー首相が泊まって
いたホテルで IRA の時限爆弾が爆発したのは午前 3 時少し前でした。サッチャーは、
その時間まで、その日のスピーチの準備をしていました。ブレア首相のスピーチライ
ターを 1994 年から 2003 年まで務めたピーター・ハイマンが、ブレアがこの党大会の
スピーチにどれほどのエネルギーを投入したかを書いています。何か月も前に何をス
ピーチに入れるか考え始め、様々な資料をブレアに提出します。ブレアは自分で原稿
を書いたそうですが、約 2 週間前にブレアから最初の原稿が出てきます。これにはブ
レアの思いが出ています。それを基に肉付けしていきます。そして党大会開催中に
は、ハイマンらはホテルでほとんど缶詰め状態でかかりきりになります。2003 年には
ブレアと一緒に内容に手を入れ、スピーチ当日の午前 3 時半ぐらいに寝ましたが、朝
7 時半にはブレアの修正が出てきます。午後 2 時 15 分からのスピーチに対し、午前
11 時ごろから最終的な内容の判断をし、午後 12 時半にはオートキューでブレアが読
んでみて、言いにくい部分などを変更するなど最後の最後まで手を入れたそうです。
自民党の党首クレッグ副首相は、党大会に来る途中でスピーチを練り、他の党首のよ
うに前日の夜遅くまで、またはスピーチの直前までスピーチ作りに時間を費やすという
ことはしないそうです。しかし、このアプローチは、今回批判されたように傲慢な印象を
与える可能性があります。党大会で多くの人と接触した後、まとめるという作業は、党
大会の雰囲気を反映できるという意味があるように思われます。このスピーチは、党
首の考え方、思想、理念、人柄、熱意を表すものとして極めて重要です。
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3.日本の原発ゼロ構想と財政立て直し
タイムズ紙 9 月 15 日の「核なし日本の『不可能な』夢」という見出しを見てショックを
受けました。この記事では、まず野田首相が大衆の圧力に屈して原子力発電をやめ
ると約束したが、ビジネスリーダーや電力会社は信じられないと反応したと述べた
後、民主党が「2030 年代までに原発のない社会を達成するためにあらゆる可能な政
策手段を取り始める」と発表したと紹介しています。そして、日本は原発で電力需要
の 26％を賄っていたが、それを 2030 年までに 50％にする計画だったのが、福島原
発事故のため、国民の 70％が原発に反対と指摘しています。さらに、日本の核廃棄
物の多くは英国で再処理され、日本へ送り返されているため、英国内で 600 人の雇
用の減少につながる可能性があると解説しました。

3．電話盗聴問題と究明委員会

オリンピック後設けられた
ウィンブルドンパークの
ビーチバレーボールコート

世界が驚いた
原発ゼロ構想

① 発端
その後、日本政府の原発ゼロ構想はやや後退したようですが、スコットランドのサー
2011 年 7 月にメディア王ルパート・マードック氏のニューズ・コーポレーションの英
ソーという町のことを思い出しました。ここはドゥーナリー原発施設の最寄りの町で
国子会社ニューズインターナショナル（NI）傘下の日曜紙ニュース・オブ・ザ・ワール
す。雑記で触れましたが、この原発施設は 1994 年に閉鎖され、現在、廃炉作業が進
ドが、有名人らの電話盗聴を広範囲に行っていたことが明らかになりました。特に、
められています。廃炉作業には、時間がかかり、しかもお金がかかるため、サーソー
誘拐され殺された少女の携帯電話の盗聴まで行っていたため、世論が沸騰しまし
は少なくともあと 10 数年はその作業からの経済的恩恵が受けられるようです。
た。
国連環境計画（UNEP）の 2012 年イヤーブックで、原発の廃炉作業に関わる様々な
② レヴィソン委員会
問題を分析しています。原発の廃炉には専門知識や多くの資金が必要です。日本の
当初の案のように 2030 年代までに原発を閉鎖しようとすれば、長い時間のかかる廃
電話盗聴問題を受け、政府が、新聞業界の慣習や行動倫理などについて調査する
炉作業の実施に必要な人材とその資金の確保が大きな問題になるように思われま
ために、控訴院の判事であるレヴィソン卿を委員長とし、究明調査委員会を設けま
す。その費用は、UNEP の言うように、まずは、電力会社が負担することになっても、
した。具体的には、NI と他のメディア会社内部での不法、不当な行動の程度につい
計画年数終了後まだ使える状態のものを閉鎖すれば国の負担は免れないように思
て検証し、警察の捜査の方法、さらに警察官がわいろを受けたかどうか、不正に手
われます。しかも廃炉費用と原発から他の発電方法に移す費用も相俟って電力料金
を貸していたかどうか、また、政治家、国家公務員そしてその他が NI の行動を看
が高騰する事態となりかねません。UNEP は、原発閉鎖方針を打ち出したドイツは、
過していたかなどを検証します。
相当高くつくと指摘しています。また、廃炉は、原発の種類、サイズ、場所、貯蔵所、
廃炉後の土地の利用方法などで費用がかなり変わる、また、常に不測の事態を覚悟
この委員会の委員には、人権保護団体リバティーのシャミ・チャクラバッティ、元管
しておく必要があるとも指摘しています。もし、日本の 50 以上の原子力発電所が廃
区警察本部長や元報道関係者など 6 人を任命しました。委員長には、証人を呼び
炉という事態になれば、この累積の費用は相当なものになるように思われます。
出す権限があり、証人は、宣誓して証言します。
一方、上記のタイムズ紙の同じ記事で、日本の債務残高は既に世界最高で GDP の
③ メディアグループの力
234％となっており、代替の再生可能エネルギー開発には 2030 年までに少なくとも
50 兆円をつぎ込む必要があると指摘しています。ドゥ―ナリ―の例で、当初の見積も
これまでの証言などから分かったことは、NI が異常に大きな力を政治家に揮ってい
りより実際にかかった費用がはるかに大きくなったことから考えると、新技術の開発
たことです。元社長のレベッカ・ブルークスは、マードック氏の「娘」のようにみられて
にかかる費用を正確に推測することは難しいと思われます。つまり、廃炉にかかる費
おり、ブルークスがサン紙編集長時代に、前首相ゴードン・ブラウンの生後 6 か月
用や新エネルギー源の開発費用、そして経済に与える影響は甚大に思えますが、そ
の次男の先天性の病気を報道した件では、ブラウンとその妻セーラはそれを明ら
れらがはっきりしない中、原発の廃止方針を打ち出すことは、巨額の債務を抱え、
かにしたくなかったのにもかかわらず、その報道を拒否できず、黙認せざるを得な
「国債バブル」の可能性のある日本では合理的な判断ではないように思われます。
かった経緯が明らかになりました。しかもその後、セーラはご機嫌取りにブルークス
を首相別邸に招待し、宿泊させていました。キャメロン首相とブルークスの個人的
これは、財政立て直しの方針がはっきりしていない点に関係するように思われます。
なテキストメッセージのやり取りは極めて多く、ブルークス並びにサン紙がいかに大
英国では、財政立て直しの計画・方針が明白です。明白だと、原発の廃止・新エネル
きな力を振っていたかが理解できます。
ギー源の開発の財政的、経済的な影響がよりはっきりすると思います。長期的には
原発ゼロの方向が望ましいものの、再生可能エネルギーの開発を進めながら、既存
④ これからのメディアと英国の政治
の原発はできるだけその寿命を長引かせた方が得策のように思われます。
レヴィソン委員会の結果、これからのメディアの在り方は大きく変わると思われま
2011 年 2 月に IMF が日本の債務残高は、2016 年には GDP の 277％となり、先進
す。新聞紙のオーナー会社の市場占有率の制限については、ミリバンド労働党党
国の歴史上、財政状況最悪となると指摘しました。このままでは、消費税の増税で債
首がマードック氏の現在の 34％は大きすぎるため、30％以下とすべきと発言しまし
務残高の増加の速度がやや緩んだとしても増加する傾向には変わりありません。財
た。しかし、メディアの監視機関 Ofcom は、市場占有率に具体的な制限を設けるこ
政立て直しの方針を確立し、国民に理解を求めなければ、この原発ゼロ構想で示さ
とには反対です。メディアは大きく変化しており、新分野の開拓には大きな投資が
れたような「合理的でない判断」がこれからも出てくる可能性が高いと思われます。
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4.英国の政治社会文化「平民事件（Plebgate）」
英国の階級社会は非常に根強いものがあります。最近起きた、平民事件（プレブ
ゲート）でもそれが表れています。これは、キャメロン政権の閣僚で、保守党の院内
幹事長を務めるアンドリュー・ミッチェル（1956 年 3 月 23 日生）が首相官邸門警護
の警官に向かって卑語をまじえ暴言を吐いた出来事です。
事の次第は以下のようです。9 月 19 日（水）午後 7 時半、自転車に乗ったミッチェル
が、外に出るため、警護のため通常閉じられている首相官邸前正門を開けるよう警
官に求めたところ、警官がその横の歩行者用の出入口を使うように指示したため怒
りました。当の女性警官の報告したところでは、ミッチェルは「お前は政府を運営して
いない」、「身の程を知れ」とか「平民（プレブズ）」と言ったそうです。警官が、雑言を
やめなければ逮捕せざるをえないと言うと、静かになったそうですが、別れ際に「こ
れで終わったと思うなよ」と捨て台詞を残して、歩行者用口から出たそうです。

スコットランド・ドゥ―ナリ―原発施設

この出来事を真っ先に報道したのは、英国で最も売り上げ数の多いサン紙で、「閣
僚：警察を平民と呼ぶ」と一面で報道しました。その前日マンチェスターで二人の女
性警官が殺されるという事件があり、警察の役割が特に注目されていたこともありま
すが、サン紙は最初から「ミッチェルは更迭されるべきだ」と訴えました。そして、他の
メディアも一斉に追い始めました。
警官の団体は、政府の財政削減で、給与凍結、人員・年金カットなどで苦しめられて
いることもあり、ミッチェルの発言は、警官全体への侮蔑だとして、ミッチェルの辞任
を求めました。ミッチェルは、警官にカッとなり、敬意をもって対応しなかったことを認
めましたが、「報道されたような言葉」は使っていないと主張しました。
雑記
7 月にスコットランドに訪れた時、サーソーという町に泊まりました。ここは、英国本土で最
も北の町で、歴史的には北欧との窓口の港町でした。人口は現在 7246 人。この町の 15
キロほど西にドゥーンリー原子力発電所が建設されて発展しました。建設期間中の 1955
年から 1958 年の間に人口が 2500 人ほどから 1 万 2 千人ほどになったそうです。1960 年
までにほとんどの建設工事が終わり、人口は 9 千人となりました。ドゥーンリー原子力発電
所には 1955 年から原子炉が実験用を含め 3 基建設され、1962 年、第 2 原子炉が商業
的に運転されるようになり、1977 年に閉鎖、第 3 原子炉は 1994 年に閉鎖されました。
原子炉開発には当初 1500 万ポンド（19 億円）の費用がかかると見積もられていました
が、結局 1955 年から 1994 年の間に 90 億ポンド（1 兆 1 千億円）以上かかったそうです。
一方、廃炉作業には、2000 年当時、2063 年までかかり、40 億ポンド（5 千億円）かかると
いう見積もりでした。これが 2005 年には 2036 年、29 億ポンド（3600 億円）、そして 2012
年、終了予定 2022‐25 年で年間 1 億 5 千万ポンド（190 億円）以下に抑えることでコン
ソーシアムが請け負いました。長期間保存を安全にできるところまで実施するのに 2023
年 9 月までという契約です。これができるかどうかは別にして、廃炉作業は複雑で、非常
に時間がかかります。なお、この場所にある国防省の試験炉の廃炉が計画されています
が、その費用は 2005 年の段階で 21 億ポンド（2600 億円）と見積もられていました。
廃炉にするのは多くのコストがかかります。もちろんこの廃炉作業は地元には経済的に非
常に大きな貢献をしています。この作業で、スコットランド全体で 3 千人を雇用しており、地
元に年約 8 千万ポンド（100 億円）落ちていると言われます。
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5. 英国で報道された日本

4. 平民事件（前頁から続き）
キャメロン首相がミッチェルと直接会い、確かめましたが
「平民」という言葉を使っていないと言われたそうで、き
つく叱責しただけでした。労働党は、どういう言葉を使っ
たか、調査すべきだと主張しました。しかし、トップ官僚
の内閣書記官が、ミッチェルは既に公に謝罪し、当の警
官にも直接謝罪し、その警官が既にその謝罪を受けて
いるため調査は行わないと労働党に返事をしました。
この事件は、保守党に非常に大きなダメージを与えまし
た。つまり、保守党は金持ちの政党で、傲岸不遜な人た
ちの政党だ、一般庶民のことをわかっていないというイ
メージを裏付けたものだったからです。ミッチェル本人保
守党の下院議員の息子で、その先祖には 2 人の下院
議員がいます。ミッチェルは、有名なラグビースクールで
学びました。この学校は、公的な助成がない私立学校
で、学費が非常に高く、裕福な家庭の子弟の行く学校で
す。この学校で、ミッチェルは、「成り上がり者」の子弟を
「平民」と呼んでいたそうです。ミッチェルは、その後、軍
に入り、そしてケンブリッジ大学に進学しました。卒業後
銀行に勤め、下院議員になった時には既に百万長者と
なっていた人物です。
キャメロンが 2005 年に保守党の党首となって最も苦労
したのは、保守党の「嫌な政党」イメージを変えることで
した。今年 3 月の予算発表で、所得の最高税率を 50％
から 45％に下げた時、労働党のミリバンド党首が首相
のクエステョンタイムで、保守党の閣僚たちを指さし、こ
の内閣は「百万長者の内閣」だと言い、誰がこの減税の
恩恵を被るのかと質問しました。そのようなイメージが一
般の人たちに浸透しかけている時、ミッチェルの行った
ことは、キャメロンにとってはあってはならないことでし
た。それでも、世論に影響される弱い首相というイメージ
を与えないようミッチェルを更迭しませんでした。

① 尖閣諸島問題
日本政府が尖閣諸島を国有化することを決めた
後、中国で反日抗議運動が強まった。多くの日
本企業が操業停止したとのニュースで英国のシ
ティのディーラーたちが大急ぎでこの尖閣諸島が
どこにあるかグーグルマップでチェックしたといわ
れる。今年のこれまでの中国から日本への輸出
は 67０億ポンド、日本から中国への輸出は 540
億ポンドであり、英国の多くの投資家がこれで影
響を受ける可能性があるためである。
英国のメディアは、反日デモの激化と、日中首脳
の応酬をかなり細かく報道したが、同時に、日本
では選挙が近く、また、中国では、リーダーの交
代時期で、後には引けない状況を指摘した。
② 日本の鉱工業生産指数減
8 月の日本の鉱工業生産指数が前月比 1.3％減
で、予想の―0.4％を上回った。これは、前年比
4.3％減。特に自動車とエレクトロニクス関係品が
減少した。日本の最大の輸出市場中国向けが減
少したことが大きい。
③ 野田首相民主党党首再選
6 年で 6 人目の日本の首相、野田首相が、就任
1 年余で与党民主党の党首に再選。これまで消
費税増税、選挙の時期、原発エネルギー、尖閣
諸島など政治的に困難な問題に直面してきた。
④ 安倍晋三氏自民党総裁
日本の野党第一党自民党の党首に安倍晋三
氏。安倍元首相は、2006 年 9 月に首相に就任し
たが、参院選で大敗し、1 年もたたないうちに健
康問題を理由に退陣した。強い日本を作ると主
張している。与党民主党の支持率が低く、間近
に迫った総選挙で次の首相となる可能性があ
る。自民党は、民主党が 2009 年に政権を担当
するまで半世紀に渡って政権を担当した。
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