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1. はじめに

この号の内容

2 月 28 日に行われた下院の補欠選挙で、UKIP（英国独立党）が、当選した自民党
にかなり迫る第二位の得票を上げ、議席獲得を狙ったキャメロン首相率いる保守党
は第三位に終わりました。UKIP は英国を EU から撤退させることを目標に 1993 年
に生まれた政党です。既存政党に飽き足らない、不満を持った有権者が、UKIP に
投票しており、支持者の最も重なる保守党が心配しています。
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2. 英国の補欠選挙
上記の補欠選挙は、イングランド南部のイーストリー選挙区で行われました。
一般に、補欠選挙は、総選挙の際の選挙とはかなり異なります。まず、補欠選挙で
は、通常その結果で政権の行方が決まるわけではありません。一方、総選挙では、有
権者は、首相としたい人、政権を担わせたい政党を選ぶ傾向があります。次に当選可
能な候補に票が集中し、それ以外の候補には票を投じない傾向があります。その上、
それぞれの選挙区の事情にかなり結果が左右されます。また、補欠選挙で使える費
用は、上限が 10 万ポンド（1400 万円）と総選挙の際の約 10 倍です。各政党は他の
地域から応援を繰り入れ、有力政治家が頻繁に選挙区に入ります。マスコミもかなり
詳細に報道します。
このイーストリー選挙区は、イーストリー市の中にあります。市議会議員 44 人のうち
40 人が自民党で、4 人が保守党ですが、保守党の議員は全員この選挙区の隣の下
院選挙区にある地域から選出されています。つまり、この選挙区内の市議会議員は
全員が自民党です。そのため、自民党の地方議会議員と活動家の動員力や浸透力
が非常に高い選挙区で、そういう選挙区は多くはなく、かなり特殊だと言えます。
イーストリー選挙区の有権者数は 7 万 9 千人で、日本の普通の市ぐらいのサイズで
す。中に 19 の議会議員選挙区があり、それぞれの選挙区から 2～3 人の議員が選
出されます。ここでは、それぞれの選挙区から一回の選挙で一人ずつ選出されるた
め、それぞれの議員の任期は 4 年間ですが、任期中に同じ選挙区から出馬する他の
議員の選挙がその議員の選挙も含めて 2 回もしくは 3 回あります。つまり、政党が同
じだと、同じ選挙マシーンがこの４年間に何回も使われます。そのため、4 年に 1 回あ
る場合と異なり、この選挙区の自民党の選挙マシーンは、かなり油が乗っているとい
えます。
英国では、戸別訪問が許されているために、政党は他の選挙区からのボランティアも
含め、徹底的なローラー作戦を展開します。ビラを大量に配り、しかも電話作戦も徹底
します。つまり、日本で言うと、普通の市長選（そう大きくない一つの選挙区から一人
が選出される）に多くのボランティアが駆け付けて、地元の活動家と一緒に戸別訪問
して回るというようなことになります。イーストリーでは、主要三政党と比べて UKIP は
人手の面でもはるかに劣っていました。それでも多くの得票をしたのは、有権者が促
されなくても UKIP に投票したということを示しており、既成政党にはかなりの脅威とい
うことができると思われます。
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３. 英国と EU
キャメロン首相は 1 月、次の 2015 年に予定される総選挙で首相の地位を維持でき
れば 2017 年の末までに EU に留まるかどうかの国民投票を実施すると述べました。

3．電話盗聴問題と究明委員会

キャメロン首相の
EU 国民投票提案

この国民投票の前に、EU の他の 26 国と交渉し、単一市場は維持するものの、EU
から英国が大切だと考える権限を取り戻し、また EU との関係を規定し直し、その上
で英国は EU 内に留まるべきだと勧告して、国民投票をすると言うのです。
① 発端
英国の貿易の
52％は EU 諸国との間で行われています。英国への海外からの投資
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
には、英国を
EU の拠点とするものがかなり多く、また、英国の金融セクターもこの
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
EU
内の地位で恩恵を受けています。
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、
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
一方、英国では多くの人たちが
EU との関係に不満を持っています。EU 内の移民、
た。
つまり、人の移動の自由のために英国がつけ込まれているとか、英国の「国会主権」

選挙開票風景

が、国民から負託を受けていない EU 官僚たちに蝕まれている、労働時間の制限を
② レヴィソン委員会
はじめ
EU のお役所仕事が英国の公共・企業にかなり大きな負担を強いているとの
不満もかなり強いものがあります。そのため、世論調査では、現時点で EU に留まる
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
かどうか国民投票があれば、脱退賛成が多いと見られています。
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
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
キャメロン首相提案の背景
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
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
キャメロン首相が考慮したのは、まず、保守党内の欧州懐疑派の動きです。欧州懐
過していたかなどを検証します。
疑派が今や党内の主流となっています。2011
年 10 月下院に提出された議員提案
の EU 国民投票案では、保守党の 81 名の下院議員が、厳重指示（スリーライン
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
ウィップ）に反してその法案に賛成しました。棄権も
15 名おり、事態は極めて深刻で
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
した。次に、英国の EU 離脱をうたう UKIP への支持の急増です。UKIP の支持層と保
出す権限があり、証人は、宣誓して証言します。
守党の支持層はかなり重なっており、次期総選挙で保守党への得票、獲得議席数に
影響が出ることを警戒していました。UKIP への支持は単に EU や移民問題ではなく、
③ メディアグループの力
それより広い不満が反映されていることがわかっていますが、この
EU 問題に対応す
る必要があるという判断でした。しかし、イーストリーの補欠選挙の結果を見ると、こ
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
の戦略は効果がでていないようです。
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
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
今後の動き
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
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
キャメロン首相が次期総選挙後も首相の地位を維持できる可能性は少なくなってき
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
ていますが、労働党も
EU の国民投票を約束せざるを得なくなるのではないかと見ら
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
れています。その場合には、労働党もキャメロン首相と同じく再交渉の上、国民投票
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
に臨むことになります。問題は、その再交渉でどの程度の権限を取り戻せるか、今後
きな力を振っていたかが理解できます。
EU
の決定に対してどの程度の不参加の自由（オプトアウト）を獲得できるかです。EU
のリーダーであるドイツは、キャメロンが求める EU の改善には賛成しているものの、
④ これからのメディアと英国の政治 EU への努力を捨て去るつもりはなく、英国に
これまで半世紀かけて作り上げてきた
自分たちに都合のいい所のみをつまみ食いさせることはできないと主張しています。
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
再交渉は、予想以上に難しい可能性があります。再交渉がうまくいかなければ国民
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
は納得するのでしょうか？
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
国民投票の結果、EU に留まることになったとしても、問題が片付かない可能性があ
ります。1975 年の EC に留まるか否かの国民投票は、労働党内の意見の対立を決
着させるために実施しました。しかし、2 年ほどで再燃し、1981 年に労働党から脱退
した人たちが社会民主党（後に自由党と合流して自民党となる）を設立するきっかけ
となりました。国民投票ですべてが決着すると考えるのは誤りだと思われます。
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４. UKIP とはどういう政党？
イーストリーの補欠選挙での本当の勝利者は UKIP（ユーキップ：英国独立党:
The UK Independence Party）だと言われます。UKIP はキャメロン首相の保守
党をしのぎ、もう少しで下院に議席を獲得できるところまで近づきました。
UKIP は、1993 年に英国を EU から離脱させることを目標に設立され、1999 年
の欧州議会議員選挙で 3 議席を獲得しました。欧州議会議員選挙は、地域ご
との比例代表制です。その 5 年後には英国の 78 議席中 12 議席を獲得しまし
た。アメリカのクリントン元大統領のストラテジスト、ディック・モリスが
メディア戦略をアドバイスし、しかも英国の有名なパブリシスト、マック
ス・クリフォードも協力しました。豊富な資金力を背景に、新聞広告や全国
の街頭看板二千か所での巨大ポスター掲示、さらにメディアの注目を集める
イベント、著名人の勧誘などを行い、UKIP の知名度を大きく上げた結果で
す。

投票用紙の集計

英国には「島国根性」があります。第二次世界大戦でも、アメリカ、ロシア
と並ぶ三大戦勝国の一つで、これまで他の国の占領下で苦しんだ経験があり
ません。また、アメリカとの「特別な関係」もあります。一種の優越感のよ
うなものがあり、EU によって自分たちを守らねばならないという強い動機が
ありません。1952 年に設立された EU の前身に加わらず、1973 年に EC に加
入しましたが、加入当初その恩恵を十分享受できませんでした。今でも EU に
ついては他の国と温度差があります。その関係で EU との関係が英国の問題の
一種のスケープゴートになっている面があります。ここに UKIP に支持が集ま
りやすい、そもそもの原因があると思われます。（次ページへ）
雑記
2 月下旬に自民党の前チーフ・エグゼクティブ、レナード卿（2009 年健康を理由に辞職）の
在任中のセクハラ問題（本人は否定）が表面化し、自民党とその党首のニック・クレッグ
が、何人もの女性からの苦情を知りながら適切に対応しなかったという疑いが出ました。
クレッグは疑惑に率直に対応せず、処理を誤り、党首の座が危ういのではないかという見
方も出たくらいです。しかし、実際何が起きたかが次第に明らかになってくると、クレッグは
組織のトップとしてこの問題にそれなりに正面から取り組んだということがわかりました。
レナード卿は、自民党の選挙への貢献の大きさを認められ 39 歳で一代貴族に任ぜられ
たほどの選挙上手です。しかも自民党内に非常に大きな影響力がありました。クレッグは
2005 年に自民党の下院議員となり、しかも 2007 年に党首となる際にこの人物の力を借り
ています。この人物の力なしには党首になれなかったと認めているほどです。
政党の重要な目的は、選挙に勝つということですが、自民党のその中心人物であり、しか
も党に大きな影響力を持ち、その上、自分も世話になった人物の起こした問題です。もちろ
ん、セクハラは許せません。しかし、組織の長として、人として悩む面が出てきます。
被害者の立場もあります。レナード卿からの当時のセクハラの経験を公に語った女性に自
民党上院議員が電話で文句を言いました。レナード卿を立派な男だという人もいます。も
し、この女性が自民党で働いていたり、候補者であったりするとその党内の立場が難しい
ものとなる可能性がありました。苦情を訴える女性の立場も考える必要があったと思われ
ます。レナード卿には結局辞職させましたが、最初から率直に説明したほうがよかったと
思われます。説明に技巧を凝らし過ぎるのは逆効果になりかねないように思われます。
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5. 人種構成の変化と政治

4. UKIP とはどういう政党？（続き）

保守党は、人口の中の人種構成の変化を心配して
いるようです。その変化が保守党の盛衰に関係する
可能性が高いからです。

UKIP は、2009 年の欧州議会議員選挙で、保守党に
続く第 2 位で 72 議席中 13 議席を獲得しました。
一方、完全小選挙区の下院議員選挙では、これまで
議席を獲得したことはありません。下院選挙では、
ほとんどの選挙区に候補者を擁立し、その多くが供
託金没収（5％未満）程度の得票しかできません
が、次第に供託金没収の率が減ってきています。な
お、供託金は 500 ポンド（7 万円）です。（日本で
は衆議院選挙の供託金が小選挙区 300 万円、比例区
600 万円であり、10％の得票が必要です。）

英国の人口動態によると、白人の割合が次第に減っ
ています。10 年ごとに行われる国勢調査では、1991
年には全人口の 94.1％、2001 年には 91.3％が白人
でしたが、2011 年には 86％となりました。5 歳未満
の子供で見ると白人の割合はわずかに 73％です。
これが保守党にとって問題なのは、非白人で保守党
へ投票する人の割合が低いからです。2010 年の総
選挙の分析では、保守党を支持したのは白人の
37％でしたが、非白人はわずか 16％にとどまりまし
た。

UKIP の政策は極めてクリアーです。EU からの脱退
が基本ですが、移民、教育、税、健康などすべての
重要な分野をカバーする政策を持っています。
党首のナイジェル・ファラージュは論争の的の人物
です。1964 年 4 月 3 日生まれで、1993 年の UKIP 設
立時からのメンバーであり、1999 年から欧州議会議
員を務めています。2006 年から 9 年まで党首を務
め、2010 年に再び党首となりました。
ファラージュにはワンマンバンドという批判があ
り、その過激な発言は、マスコミでよく取り上げら
れます。欧州議会では、欧州懐疑派のグループの議
長を務めていますが、その発言は多くの物議をかも
しており、メルケル独首相、サルコジ前仏大統領な
ども面と向かって批判しました。
英国の経済が不調で、厳しい財政削減が行われてい
る状態では、人々の高まる不満の対象は政権政党、
それに前政権の労働党に向かいます。UKIP がさらに
支持を集める可能性は大きいと思われます。

これはそれぞれの社会階層の違いにはほとんど関
係していません。白人の中流階級の 44％は保守党
を支持し、それ以下の人は 32％であったのに対し、
非白人の中流階級で保守党を支持したのはその
15％にとどまり、それ以下の 13％よりわずかに多い
だけでした。
一つの選挙区から一人しか選ばれない小選挙区制
の選挙戦では、当選者と次点の得票数の差は勝つ
見込みの大きな指標となります。2010 年の総選挙で
保守党が労働党から勝ち取った選挙区では、非白
人の割合が平均 6％であったのに対し、保守党と労
働党の差の少ないいわゆる「マージナルの選挙区」
100 選挙区で保守党の勝てなかった 20 の選挙区の
非白人の割合は 15％だったそうです。つまり、非白
人が多いほど保守党は選挙に苦しみ、労働党が有
利になるわけです。この対応策を講じていかねばな
りませんが、そう簡単なことではありません。
保守党には 2005 年の総選挙で当選した下院議員
に非白人がわずか 2 人しかいませんでした。キャメ
ロンらの努力で 2010 年にはそれが 11 人となりまし
たが、300 人を超える党所属議員の中では少数派で
す。
そのため、保守党が非白人の声も代弁しているとい
う印象を与え、非白人の有権者も取り込んでいかね
ばならないと考えているようです。
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