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選挙制度改革の夢は潰えたか
―2011 年イギリス国民投票を巡って―

甲　斐　祥　子

1　はじめに

　総選挙での政権交代から 1年後、選挙制度改革の開きかけた扉は再び

閉じられた。2011 年 5 月 5 日に行われたレファレンダム（国民投票）で、

下院の選挙制度として、現在の小選挙区制に代えて選択投票制

Alternative Vote （AV）1 を採用するという改革提案は、大差で否決された

のである。改革への扉を再び開くのは容易ではなさそうである。

　選択投票制の採用を問うレファレンダムは、2010 年 5 月の総選挙後、

保守・自由民主連立政権成立にあたって、連立を求める保守党が自由民

主党に提示した条件であった。保守党は選挙制度改革の必要を認めない

立場であったにもかかわらず、党首キャメロンが、首相の座を手に入れ

るために自由民主党に示した、保守党としてはかなり思い切った提案で

あった。保守党が、「選挙制度改革検討の約束」ではなく、レファレン

ダム実施の約束にまで踏み込んだのは、選挙制度改革は自由民主党の長

1  投票者は、小選挙区の立候補者に順位をつけて投票する。過半数の票を獲得し
た候補者がいない場合は、最小得票の候補者の第 2順位票が残りの候補者に分配
され、このような作業が過半数を獲得する候補者が出るまで繰り返される。順位
指定連記投票制。小選挙区を維持したうえで当選には過半数の支持を必要とする
ことで、有権者の意思が政治に反映されやすくなるとして、2009 年の議員経費
乱用問題発覚後に当時のブラウン首相が導入を提案した制度である。
　なお、筆者はこれまで Alternative Voteの訳語として「択一投票」を用いてき
たが、選択投票という訳語が定着してきているようなので、今後は「選択投票」
を用いることにする。
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年の悲願であったからである。同じように自由民主党との連立を模索す

る労働党との熱意の違いを際立たせ、自由民主党をひきつけるためで

あった 2。自由民主党は、政策面でも党成立の経緯からしても、保守党

より労働党に近いとされる。レファレンダムは、保守党・自由民主党の

立ち位置の違いを乗り越えて連立に踏み切ったクレッグ自由民主党党首

が得た、唯一の、だが最大の報酬であった。しかし 1年後、改革の夢は

打ち砕かれたのであった。

　本稿では、2010 年総選挙でにわかに浮上し、現実の政治日程に組み

込まれた選挙制度改革問題 3 が、その後 1年の間にどのような変転を遂

げたかを概観する。レファレンダムに至る過程や論点を整理し、さらに

提案が否決された要因を考察する。そして最後に、選挙制度改革の将来

について若干の考察を試みることにする。

2　レファレンダム実施の正式決定まで

　連立政権の副首相となったクレッグ自由民主党党首は、2010 年 7 月、

議 会 選 挙 制 度 及 び 選 挙 区 法 案 Parliamentary Voting System and  

Constituencies Billを下院に提出した。クレッグは、選挙制度改革を含

む政治改革に関する権限をキャメロン首相から託されていたのである。

この法案は、小選挙区制をやめ選択投票制を採用することの是非を問う

レファレンダムを 2011 年 5 月 5 日に実施することと、下院の定数を

650 から 600 に削減し、同時に一票の価値の不均衡を是正するための選

挙区割りの見直しを行うためのものであった。

　この法案には当初から各方面からの批判が続出した。スコットランド、

ウェールズからは、両地域議会の選挙がある 5月 5日にレファレンダム

2  Simon Lee and Matt Beech (eds.), The Cameron-Clegg Government, Coalition 

Politics in an Age of Austerity, Palgrave Macmillan, 2011, p.50.
3  甲斐祥子「連立政権の成立と選挙制度改革―2010 年イギリス総選挙における選
挙制度改革問題―」『帝京法学』第 27 巻第 1号（通巻 46 号）、平成 23 年、参照。
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を行うことは両地域への敬意を欠くとの批判が、一方イングランド地域

からは、イングランドでの投票率が低くなるとの懸念が表明された。5

月 5日にイングランドで多くの地方議会選挙が行われることの影響も指

摘された。さらにクレッグ自身の自由民主党の内部からは、選択投票制

に対する異議申し立てがあった。自由民主党がかねてから採用を主張し

ていた選挙制度は、選択投票制ではなく、単記移譲式比例代表制 Single 

Transferable Vote（STV）であったからである。自由民主党にとっては、

選択投票制は、「情けなくも小さな妥協案」（総選挙前にクレッグが述べ

たとされる）にすぎなかったのである。また、労働党からは、選挙区割

りの見直しは保守党の党利党略に基づくものであるとする非難も生じ

た。現行の選挙区割りは、現在は労働党に支持率以上の議席を与えるこ

とが知られているが、それを変更するにあたって保守党に有利な選挙区

変更（ゲリマンダリング）が行われる危険性があるというのである。

　さらにキャメロン首相と与党保守党は、最初から選挙制度改革の必要

を認めない立場であったから、レファレンダムには冷淡であった。全般

的な議会不信・政治家不信 4 の中で行われた 2010 年総選挙で、保守党

が打ち出した改革案は、議員定数の削減と選挙区割りの見直しであった。

そもそも選択投票制とレファレンダムを提案したのは、労働党政権当時

のブラウン首相だった。それが、保守党と自由民主党の連立交渉の過程

で自由民主党を連立政権に呼び込むための条件として取り入れられ、連

立合意で、選択投票制導入の是非を問うレファレンダムの実施が決定さ

れたのである。キャメロン首相は実施を容認せざるをえない立場であっ

たにすぎない。キャメロンは、レファレンダムはクレッグの仕事として、

レファレンダムには積極的に関与しない姿勢を示した。また、キャメロ

ンや保守党の幹部は、レファレンダムの実施が決まった場合、保守党の

議員が選択投票制への反対キャンペーンをするのは自由である、として

4  2009 年に発覚した議員経費乱用問題は、イギリス国民の議会・政治家への信頼
を著しく傷つけた。
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いたのである。

　野党労働党の立場も微妙であった。ブラウンに代わって党首になった

エド・ミリバンドは、選択投票制を支持すると明言していたが、現行制

度の恩恵を最も大きく受けていたのは労働党であった 5 ので、選挙制度

改革やレファレンダムに積極的ではない議員も多かったのである。

　さらに、連立政権の政策が明らかになるにつれて副首相クレッグと自

由民主党の人気が急降下した 6 ことは、選挙制度改革そのものへの支持

にも影響を与えることになった。自由民主党党首のクレッグは 2010 年

の総選挙期間中に人気が急上昇し、連立政権に参加して副首相に就任し

た。クレッグに好感を抱いた人々は、連立政権内でもクレッグや自由民

主党が、保守党の政策の緩衝材となると期待した。しかし、現実は失望

であった。保守党が進める厳しい歳出削減策は経済的弱者に打撃を与え

る可能性が高い。弱者重視をうたっていたクレッグが、キャメロンの政

策に同調したのは、クレッグを支持した人々にとっては裏切り行為に他

ならなかった。とりわけ、大学授業料廃止の公約を反故にし、かえって

その値上げを認めたことは、若い世代の憤激を買った。選挙制度改革は

自由民主党が一貫して主張してきたことなので、クレッグに背を向けた

人々は、選挙制度改革を問うレファレンダムにも背を向けかねない。付

加価値税の増税、国民健康保険の見直しなど、国民生活に深くかかわる

政策が次々打ち出されると、人々の意識の中で、選挙制度改革の優先順

位はますます低下していった。

　当初からあまり歓迎されない存在であった議会選挙制度及び選挙区法

案であったものの、11 月にはほぼ当初予定されていたスケジュールど

5  甲斐祥子「ニュー・レイバーと選挙制度改革―議員経費乱用問題の衝撃―」『帝
京法学』第 26 巻第 2号（通巻 45 号）、平成 22 年、10 ページ。
6  各種世論調査で示される政党支持率は、BBCオンライン版の、Poll trackerで
確認することができる。2010 年総選挙では 23％の得票があった自由民主党の支
持率は、同年の 11 月以降は、おおむねその他の小政党の合計と同程度かそれを
下回る 10％前後になってしまった。
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おりに下院を通過した。与党議員が多数を占める下院では、政府法案は

よほどのことがない限り否決されはしないのである。

　一方、上院では与党議員が多数派を形成していなかったので、上院で

の審議は難航し、2011 年 5 月 5 日にレファレンダムを行うためのタイ

ムリミットである同年 2月半ばまでかかることになった。かつて保守党

の牙城であった上院は、1999 年上院法 House of Lords Act 1999 と上院

任命委員会の成立の結果、2010 年の構成は、労働党が 3分の 1ほどの

議席を占め、保守党と無所属議員がそれぞれ 4分の 1を超える程度、に

なっていた 7。労働党の上院議員が多いのは労働党政権時代に任命が相

次いだためである。

　上院では、レファレンダムの日程を変更すること、投票率が 40％を

下回った場合はレファレンダムを無効とすること、法案を分割して選挙

制度改革と選挙区見直しを別の法案とすること、選挙区見直しの基準を

変えること、選択投票制ではなく STVへの変更を問うようにすること

などが提案され、議論された。スコットランド議会、ウェールズ議会、

北アイルランド議会、イングランドの地方議会の選挙が同時に行われる

統一地方選挙の日に実施することへの批判は、日程発表当時からあった

が、この時期に労働党の議員が日程の変更を主張したのは、人気凋落が

著しいクレッグの自由民主党とともに改革支持を訴えねばならない破目

になったら、地方選挙での躍進が妨げられかねないからである 8。その

他の提案も、様々な立場から、様々な思惑に基づいてなされたものであっ

た。ギロチンと呼ばれる審議打ち切り策が導入されていない上院では、

徹夜審議も含め、激しい議論が繰り広げられた。

7  Robert Leach, Bill Coxall and Lynton Robins, British Politics, Second Edition, 

Palgrave Macmillan, 2011, p.246.　ただし、キャメロン政権の発足以来、与党系の
議員の任命が相次ぎ、勢力地図は塗り替えられつつある。
8  2010 年 12 月 20 日に発表されたガーディアン紙 / ICM世論調査では、労働党
支持は 39％、保守党は 37％、自由民主党は 13％、労働党は上昇傾向、自由民主
党は低下傾向であった。また 2011 年 1 月 14 日に行われた下院の補欠選挙では、
労働党が大差で勝利を収めた。
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　しかし、下院の優越が規定されているイギリスにおいて、上院の抵抗

はそこまでであった。上院で可決された、投票率 40％をレファレンダ

ム成立の条件とするという条項が下院で否決された 2011 年 2 月 16 日、

議会選挙制度及び選挙区法は成立し、レファレンダムの実施が正式に決

定された。

　レファレンダムは、前年大晦日のガーディアン紙の論説が「ねじけた

perverse」9 と呼んだように奇妙なものになりそうであった。レファレ

ンダムを実施する政府で、首相と保守党は提案に反対、副首相のクレッ

グと自由民主党はおおむね賛成だが党内には反対者も存在、野党労働党

の党首は賛成だが労働党議員のかなりの数は反対、と政治家は分裂して

いた。キャンペーンは超党派で行われるとされていたが、レファレンダ

ムは選択投票の是非を問うだけでなく、政府や政党への評価を問う国民

投票という性質を帯びざるをえない。レファレンダムは国民の意思表示

の場であるからである。とりわけクレッグと自由民主党への評価を示す

機会となるのは明らかであった。レファレンダムと同日に行われる統一

地方選挙への影響も考慮せねばならない。賛成派も反対派も各党も、ま

た有権者も難しい判断を強いられることになるのである。

3　キャンペーンの開始

　法案の成立を待って、レファレンダムへ向けてのキャンペーンが本格

的に始まった。改革賛成派は Yes to Fairer Votes、反対派は No to the 

Alternative Voteであるが、キャンペーン中にメディアの注目を集めた

のは、政党間、あるいは政党内の対立であり、有力政治家の発言であっ

た。

　2月 18 日には、キャメロン首相とクレッグ副首相という連立を組む 2

9  The Guardian, ＇AV referendum: Voting about voting＇, http://www.guardian.co.uk/

commentisfree/2010/dec/31/electoralreform/print.
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党の党首が、真っ向から対立する立場を明らかにする演説を行った。

　キャメロンは、選択投票制採用に反対の立場で、選択投票制は「不公

正 unfair」で「不明確 unclear」で「無責任 unaccountable」であると断

じた。選択投票制においては、大政党の候補者に投じられた票は 1回し

か数えられないのに対し、極右政党の英国国民党 BNPなどを含む小政

党に投じられた票は 2回カウントされる、得票率と議席獲得率の比例性

も決して高くない、複雑でわかりにくい、開票機械の導入などが必要で

費用がかかる、小選挙区制とは違い選挙で明確な勝敗がつきにくいため、

議会で過半数の議席を獲得する政党が出ないハング・パーラメントにな

りやすく、連立政権になりがちである、その結果として無責任体制とな

る、等々が、キャメロンが選択投票制に反対する理由であった。キャメ

ロンの主張は、反対派の議論をなぞったものと言ってよい。キャメロン

は、議会改革の必要を否定するわけではないが「選択投票制にはノー」、

「5月のレファレンダムではノーと投票しよう」と訴えたのであった 10。

　一方、クレッグも同じ日に、選択投票制への支持を訴える演説を行っ

ている。クレッグは、国民の全般的な議会・議員不信の背景には、競争

がない選挙で選出された議員が、有権者を顧みず議員の身分に安住して

いることがあるとし、その原因は現行の小選挙区制にあると主張した。

小選挙区制では、大政党が有利で小政党は不利である、小政党の支持者

は増えているのに無視されている、多くの議員が投票者の半数以下の支

持しか集めていないのに当選している、比較的少数の支持しかなくても

当選できると議員が有権者を顧みなくなる、等々を指摘し、このような

欠陥を少しでも是正するためには、選択投票制の導入が必要であるとい

うのである。クレッグは「それこそが我々の民主主義のためになる」と

繰り返した。当選には過半数の支持が必要な選択投票制では、政治家は

人々の声にもっと耳を傾けざるをえなくなると、選択投票制の効果を強

10  BBC News, ＇Votes referendum: Cameron speech in full＇, http://www.bbc.co.uk/

news/uk-politics-12504935?print=true, 2011/02/18.
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調する一方、わかりにくい、ハング・パーラメントになる、費用がかか

るといった批判にも反論している 11。

　労働党のミリバンド党首は、すでに前年の 12 月に賛成キャンペーン

に加わることを明言していたが、2月16日のガーディアン紙への寄稿で、

選択投票制支持の理由を論じている。彼は、党内の反対論に配慮を示し

つつも、選択投票制は「政治家と人々の断絶に終止符を打つ最初の一歩」

で、「民主主義を強化する最初の一歩」と述べる。ミリバンドは、選挙

制度改革の先には、労働党政権下で進められてきた上院改革があること

を示唆する。また、統一地方選挙と同時に行われるレファレンダムは、

保守党中心の政府に審判を下す機会になるのだとも述べ、支持者を結集

しようとしている 12。ただし、かつて閣僚を務めた長老議員が反対キャ

ンペーンの先頭に立つなど、労働党は分裂していた。

　キャメロンとクレッグの演説が行われた直後のガーディアン紙 /ICM

の世論調査では、レファレンダムで選択投票制に賛成するが 37％、反

対するが 37％、わからないが 27％であった。同じ ICMの 12 月の調査

と比べると、賛成は 7％減、反対は 1％減、わからないは 9％増であ

る 13。ICM調査では、実際のレファレンダムと同じ質問が用いられるが、

違う言葉遣いで問いかける YouGovの調査では、賛成派の退潮はすでに

前年から見られたという14。漠然と選挙制度改革を支持していた人々が、

選択投票制を知るにつれ、慎重な姿勢を示し始めたとも考えられる。

11  BBC News, ＇Votes referendum: Clegg speech in full＇, http://www.bbc.co.uk/

news/uk-politics-12504941?print=true, 2011/02/18.
12  The Guardian, ＇Why the alternative vote gets my vote＇, http://www.guardian.

co.uk/commentisfree/2011/feb/16/alternative-vote-disconn...
13  The Guardian, ＇Alternative vote campaigns running neck and neck＇, http://www.

guardian.co.uk/politics/2011/feb/21/av-campaigns-icm-poll/print. ガーディアン紙
は選挙制度改革に積極的な論調をとっており、世論調査の結果も、賛成派に比較
的有利な数字が出ているようである。
14  The Guardian, ＇Labour prepared to say yes to AV vote―but only if Clegg takes a 

back seat＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2010/dec/20/alternative-vote-

labour-nick-clegg/print. 
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　賛成派にとっての悩みの種は、クレッグの不人気であった。前述の 2

月の世論調査でも、クレッグが積極的に賛成キャンペーンにかかわった

ら賛成投票はしないというという者が 35％、賛成投票をする者は 33％

という数字が示されている。ガーディアン紙の解説記事では、クレッグ

の関与は、投票率を押し下げ、特に労働党支持者を賛成派から遠ざける

と分析されている 15。賛成キャンペーンでのクレッグの影は薄くならざ

るをえないようであった。

　労働党のミリバンドは、クレッグが賛成派の前面に出ることがないよ

うに警告し、一方では有権者に対し、レファレンダムはクレッグへの支

持を問うものではないと強調せねばならなかった 16。選択投票制の導入

が今後の議会改革の重要なステップになるというミリバンドの主張から

すれば、賛成派から人々を遠ざける可能性があるクレッグがキャンペー

ンの象徴となり、キャンペーンが台無しになるのは避けねばならない。

また、ミリバンドにとっては、同時に行われる統一地方選挙は、前回

2009 年に奪われた議席を自由民主党から取り返すチャンスでもあった

から、自由民主党のクレッグと同じ陣営に属している姿を見せるのは得

策ではないという事情もあった。労働党支持者には、反キャメロン首相・

反保守党であるがゆえに、選挙制度改革に賛成の立場をとる者もいた。

そういった人々の多くは、労働党との提携の道を捨て保守党との連立を

選んだクレッグに反感を抱いている。クレッグとの同席は、彼らをも賛

成派から遠ざけかねないのであった。

　3月になると、主要政党の春の党大会が開催される。保守党の春の党

大会で目立ったのは、保守党のほぼ党を挙げての反対キャンペーンであ

る。この段階では、キャメロン首相はまだ先頭に立つことはなかったが、

党として反対派を支援することは約束していた。そして、カーディフの

15  The Guardian, ＇Alternative vote campaigns running neck and neck＇, op.cit..
16  The Guardian, ＇Ed Miliband warns against Nick Clegg becoming poster boy for 

AV＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/feb/25/ed-miliband-alternative-vote-

nick-cle...
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党大会では、現職閣僚や有力議員が反対の立場から発言した。司法大臣

ケン・クラークは演説で、「選択投票制の支持者は、政治の周辺部から

出ている」とし、政治家への抗議のために賛成しても、かえっておかし

な政治家が続出することになる、「政治家に責任を取らせるためには、

現在の制度でしっかりと投票することである」と、小選挙区制を擁護し

た 17。少数の例外を除き、保守党は小選挙区制維持でまとまっていた。

　一方、労働党は分裂を印象づけてしまった。党首ミリバンドの賛成キャ

ンペーンへのかかわりは、いささか及び腰であった。ミリバンドは、労

働党の賛成派の大会で、「選択投票制は完全なものではないが、有権者

に力を取り戻すのに役立つ」とし、「自分自身に、今のイギリスの政治

に満足しているかと問いかけ、その答えがノーであったら、変革の機会

をつかもう」と、賛成投票を訴えた。しかし同時に、賛成投票はキャメ

ロンに打撃を与えるものの、クレッグを免罪することになるので、賛成

をためらう労働党支持者が少なくないことに言及せざるをえなかった。

ミリバンドは、1人の人物のために、イギリス史上 2回目の全国規模の

レファレンダム（国民投票）を無に帰してはならぬと訴えた 18 が、説得

力に欠けていた。ためらいは、ミリバンド自身、また労働党の執行部の

ものでもあったからである。労働党、自由民主党、緑の党のリーダーが

顔を揃えるはずの超党派の賛成派の大会は、労働党側がミリバンドとク

レッグの同席を拒んだために、中止されてしまっていたのである。また、

ミリバンドは、地方選挙の方に精力を傾注したいと言っていたが、それ

に対しては、賛成派が敗れても、「クレッグのせい」と言い訳できるか

ら逃げているのだ、といった批判もあった 19。

17  BBC News, ＇Vote for AV if you want odder politicians―Ken Clarke＇, http://www.

bbc.co.uk/news/uk-politics-12658834, 2011/03/06.
18  The Guardian, ＇AV: Ed Miliband tells Labour rally ＂electoral reform is good for 

voters＂＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/mar/15/miliband-av-good-for-

voters/print. 
19  The Guardian, ＇AV referendum: stop squabbling and win it＇, http://www.

guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/17/av-referendum-stop-squabbli...
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　一方、上下両院を合わせると 150 人 20 の労働党議員が選択投票反対派

に属していた。労働党内の反対派の論拠は一様ではない。小選挙区制を

優れたものとして支持する保守党と同様の主張もあれば、改革の必要は

認めるが選択投票制は改革にはつながらないので認めないという立場も

ある。選択投票制は現在の小選挙区制と比べて、公正性、比例制におい

て優れているとは言えず、ただ、クレッグをハング・パーラメントにお

けるキングメーカーの地位にとどめる、不公正で不当な制度なのだとい

う、クレッグ嫌いも存在する 21。いずれにせよ、労働党内でもクレッグ

が焦点であった。

　ここで、3月 10 日に BBCのオンライン版に掲載された各政党の立場

を小政党も含めて紹介しておこう。保守党は、長く続いてきた小選挙区

制こそ、安定した政府を作り、議員と選挙区民のつながりを維持できる

制度であるとし、選挙制度の改革には反対の立場である。労働党は、党

首ミリバンドは選択投票制を支持しているが、反対派も多く、党議は一

致していない。自由民主党は、かねてから選挙制度改革を主張しており、

本来の主張の STVへの改革ではないものの、選択投票制の採用を支持

する方針を党大会で決定している。それぞれの地域で下院の議席を獲得

しているスコットランド国民党、ウェールズ国民党、北アイルランドの

諸政党は、選挙制度改革は支持しつつも、選択投票制を積極的に支持す

る姿勢は示していない。これらの政党の関心の中心は、レファレンダム

が地域議会の選挙と同日に行われることであった。地域政党以外で唯一

下院に議席を有している緑の党は、本来の主張である付加議員制ではな

いながらも、改革の第一歩であるとして、選択投票制を支持する立場で

あった。その他の多くの小政党は、いずれも小選挙区制で不利な立場に

おかれているので、選挙制度改革を望む点では共通だが、選択投票制を

20  最終的には 200 人に達したという。
21  The Guardian, ＇Ed Miliband faces AV battle as MPs and peers back No vote＇, 
http://www.guardian.co.uk/politics/2011/mar/16/ed-miliband-av-referendum-yes-

vote...



50

支持するか否かでは分かれていた。最初の一歩として評価するか、不十

分な改革であるから拒否するか、である。これらの小政党の中で、注目

を集めることが多い極右政党の英国国民党 BNPは、選択投票制には反

対していた。BNPは、2009 年のヨーロッパ議会選挙で BNPに 2人の

当選者をもたらした名簿式比例代表制の採用を主張している 22。

　ガーディアン紙の解説記事によると、各種の世論調査では、2月には

均衡か賛成派が優勢であったが、3月にはっきりと反対派が優勢という

調査結果が出始めたという 23。潮流は変わったようであった。

4　レファレンダムに向けて

　3月末になると、日本の震災・原発事故報道の影響などもあり停滞気

味になっていたレファレンダムキャンペーンは、次第に白熱し始める。

　3月 29 日、労働党のミリバンド、自由民主党のティム・ファロン、

同党の元党首チャールズ・ケネディ、緑の党のキャロライン・ルーカス

らが、選択投票制支持の演壇に立った。ようやく行われた超党派のイベ

ントは、賛成派が、支持に悪影響を与えるからとクレッグの出席を断っ

て、ようやく実現したのであった。

　ミリバンドは、イギリスにおいて多数派とは言い難い保守党が政権に

就くことができるのは、小選挙区制という選挙制度の故であるとして、

選挙制度の改革を訴える。「進歩派」である左派（労働党）と中道（自

由民主党）が分立しているために漁夫の利を得ているのは保守党である

から、進歩派の協力が可能な選択投票制を導入すべきだ、というわけで

ある。ファロンは、議員経費乱用問題の遠因は議員の 3分の 2が無風選

挙区から選ばれているからであるとし、「中世の選挙制度によって守ら

22  BBC News, ＇AV referendum: Where parties stand＇, http://bbc.co.uk/news/uk-

politics-11609887?print=true, 2011/03/10.
23  The Guardian, ＇AV referendum: Everything you need to know＇, http://www.

guardian.co.uk/politics/2011/apr/07/av-referendum-alternative-vote/print.
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れなくなれば、議員達は、有権者の票を獲得するために懸命に働くよう

になる」と、改革のメリットを強調している 24。

　とはいえ、このイベントでの賛成派の発言で目立ったのは、反対派の

主張への反論であった。このころ、反対派のネガティヴ・キャンペーン

が派手に行われていたからである。反対派のネガティヴ・キャンペーン

で強調されたのは、選択投票制では、ハング・パーラメントが常態化す

る（その結果、嫌われ者のクレッグがいつも政権に参加することになる）、

高価な開票機械が必要になり費用がかさむ、過激な主張をする政党の進

出を可能にする、といった点であった。薬を奪われる病児や防弾着を奪

われる兵士の姿を用いたポスターは、賛成投票は 2億 5千万ポンドの余

分の支出につながり、その他の支出が削られると主張するもので、政府

の厳しい歳出削減政策に悩む国民に訴えようとするものあった。また、

キャメロン内閣の閣僚である保守党のワルシWarsi上院議員は、選択投

票制は、少数の支持しかない候補者に投じられた票の第 2順位票を数え

るので、「BNPやその他の周辺政党により多くの票、力、さらには正統

性を与える」とサン紙に寄稿している 25。BNPなどの、ファシストと

非難されることもある政党の進出に対する人々の危機感を煽ろうとする

ものであった。賛成派が「保守党丸抱え」と批判した反対派は、保守党

の豊富な資金源を利用し 26、保守系の新聞も利用した宣伝活動を行って

いたのである。

　4月になると、キャメロン首相も選択投票制反対の立場で積極的に発

24  The Guardian, ＇Ed Miliband shares cross-party platform to promote AV＇, http://

www.guardian.co.uk/politics/2011/mar/29/ed-miliband-cross-party-promote-av/...
25  The Sun, ＇Why a vote for AV is a vote for BNP＇, http://www.thesun.co.uk/sol/

homepage/features/3498971/Baroness-Warsi-why-a-vote-for-Av-is-a-vote..., 

2011/03/30, BBC News, ＇Vote Referendum: AV will boost BNP, says Baroness 

Warsi＇, http://bbc.co.uk/news/uk-politics-12905043?print=true, 2011/03/30.
26  The Guardian, ＇AV: Tories come out in support of no campaign to the tune of ￡
1.8m＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/09/av-tories-no-campaign/

print.
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言するようになった。選択投票制は、非イギリス的、非民主主義的で、

過激論者を利しかねない、主流政党の支持者の票は 1回しか数えられな

いのに、BNPのような周辺政党支持者の票は何度も数えられる不公正

な制度である、小選挙区制は世界の半分で使われているに対し、選択投

票制は 3国でしか使われていない 27 と、人々に訴えている。

　賛成派は、ハング・パーラメントは小選挙区制の下でも起きる、開票

機械など必要ないので、費用がかかるというのは言いがかりに過ぎない、

50％の支持がないと当選できない制度こそ民主主義的であるし、過激論

者の進出を阻む、と反論をしている。その中で、繰り返し取り上げられ

ることになったのは、自由民主党の閣僚クリス・フーンエネルギー担当

相の発言であった。フーンは、同じ内閣の閣僚であるワルシの発言を

「ゲッベルスばりのプロパガンダ」とこきおろしたのであった 28。

　両陣営は、俳優やスポーツ選手などの有名人を使ったキャンペーンも

開始していたが、4月中旬になると、論争というより泥仕合の様相が強

まった。キャメロンは反対キャンペーンの先頭に立ち、小選挙区制の維

持を訴える。キャメロンは、「非イギリス的」という言葉を好んで用い、

ウィンストン・チャーチルの「一番価値のない票が一番価値のない候補

者のところに行く」という言葉を紹介して選択投票制を批判している。

これに対し、クレッグは、選択投票制は、「現在の制度から生成した、

最もイギリス的な改革」と反撃する 29。この時期になると、クレッグの

発言もまた紹介されるようになっている。保守党のオズボーン蔵相が、

賛成派の選挙改革協会 Electoral Reform Societyの関連団体である選挙

改革サーヴィス Electoral Reform Servicesが、開票機械を納入すること

27  The Guardian, ＇Cameron steps up AV attack while celebrities rally to the cause＇, 
http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/02/david-cameron-av-attack/print.
28  The Guardian, ＇Chris Huhne accuses cabinet colleague of Nazi tactics over AV 

referendum＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/mar/30/huhne-goebbels-

propaganda-av-refer...
29  BBC News, ＇Vote referendum: AV undemocratic, says Cameron＇, http://www.

bbc.co.uk/news/uk-politics-13039687?print=true, 2011/04/11.
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で大儲けをしようとしていると主張すると、クレッグは、反対派は死に

物狂いで根も葉もない作り話をしていると反撃する。オズボーンらは、

選挙改革サーヴィスがレファレンダムの投票用紙と郵便投票用紙の印刷

を受注したことも問題視し、公的生活の倫理基準に関する委員会

Committee on Standard in Public Lifeに調査を求める書簡を送ってい

る 30。

　レファレンダムを巡る内閣の分裂ぶりは、連立の将来に危惧の念を抱

かせるほどであった。キャメロンもクレッグも、レファレンダムの結果

がどうであれ、連立の解消はないと明言したが、泥仕合は激しさを増す

ばかりであった。4月 18 日にガーディアン紙に発表された ICMの世論

調査（4月 15～17 日実施）では、選択投票制導入に賛成 33％、反対

44％、わからない 23％、投票に行くつもりである人の中では、賛成

42％、反対 58％、と形勢は前年とは完全に逆転していた。同じ記事では、

自由民主党の見解として、保守党に近いマードック系の新聞など 31 のネ

ガティヴ・キャンペーンや、連立のパートナーである保守党の閣僚から

の嘘による攻撃が退潮の原因であるとする説が紹介されている 32。

　ただし、賛成派退潮の原因は、反対派のキャンペーンだけではなさそ

うである。18 日に行われた両派のイベントで、反対派は保守党のキャ

メロンに労働党のジョン・リード元内務大臣が加わって超党派の支持を

演出し、同時に労働党の分裂を印象づけたのに対し、賛成派は、ミリバ

ンドと自由民主党のヴィンス・ケーブル商務大臣が立ったものの、肝心

のクレッグは外され、結束をうたうには程遠い状態であった。不人気の

クレッグを隠すことでさらに分裂が際立つという悪循環であった。

30  The Guardian, ＇AV reform: Nick Clegg derides ＂desperate＂ no Campaign＇, http://

www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/15/nick-clegg-av-george-osborne/print.
31  2010 年の総選挙における各新聞の立場は、Dennis Kavanagh and Philip 

Cowley, The British General Election of 2010, Palgrave Macmillan, 2010, p.281参照。
32  The Guardian, ＇Voting reform: ＂yes＂ camp reeling as support collapses＇, http://

www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/18/guardian-icm-poll-av-vote-support-co...
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　とはいえ、キャンペーン最後の 2週間になると、クレッグも背後に隠

れるのをやめ、積極的に反撃に出るようになった。クレッグは、BBC

のインタヴューに応じ、両派に中傷合戦をやめるように訴える一方、今

後は閣内で首相とは異なる意見を積極的に表明するつもりであると述べ

ている 33。また、中道左派のシンクタンク Institute for Public Policy 

Researchでの講演では、現在の選挙制度を守ろうとする者は、権力や

既得権を手放すまいと死に物狂いであると厳しく糾弾する一方で、自ら

への批判に対しては、連立では譲歩は不可欠であると反論し、さらに労

働党の姿勢をも批判している 34。

　一方キャメロンは、BBCのインタヴューに対し、自らが当初の意図

よりも深くキャンペーンにかかわることになったことを認める発言をし

ている。改革反対派からのクレッグ副首相への個人攻撃が熾烈であり、

自由民主党から、首相にはそれを止める責任があるという指摘がなされ

ているが、という問いかけに対しては、「保守党の運動は適切」と返し

ている。キャメロンは、自身とクレッグの立場は現在は真っ向から対立

しているが、「議論を尽くし、ひとたびそれが終われば、連立は強固に

続く」と述べている 35。

　政党間の泥仕合は、さらに続く。自由民主党のフーンエネルギー担当

相は、保守党が反対キャンペーンで選択投票制について虚偽の宣伝をし

ているので、法的措置も辞さないと警告する。さらに、このような攻撃

は連立を危機にさらす、と警告する。フーンが閣内で首相と激しく対立

したことは、盛んに書き立てられた。一方、保守党のヘイグ外相は、保

33  BBC News, ＇Clegg urges end to AV referendum ＂mudslinging＂＇, http://bbc.

co.uk/news/uk-politics-13147859?print=true, 2011/04/20.
34  The Guardian, ＇AV referendum: first-past-the-post is choice of dinosaurs, says 

Nick Clegg＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/21/av-referendum-

voting-reform-nick-cl...ここでの労働党批判は投票態度を決めかねている労働党支
持者を遠ざけるだけである、と同じ記事は評している。
35  BBC News, ＇David Cameron: Coalition faces ＂choppy period＂ over AV＇, http://

www.bbc.co.uk/uk-politics-13159779?print=true, 2011/04/21.
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守党は嘘など言っていないと反論する。また、保守党からは、連立に参

加して利益を得ているのはクレッグやフーンの方であるとの反撃もあっ

た。一方、労働党の長老議員アラン・ジョンソンは、連立を組む保守党

と自由民主党の内輪もめに目を奪われることなく賛成投票をせよ、と労

働党支持者に訴えている。何がキャメロンと保守党に最大の打撃を与え

るかを考えよ 36、というのである。ところが同時に、労働党内からは、

反対投票をするようにという呼びかけも続いていたのである。

　メディアの興味の対象は、各党の大物政治家の罵り合い、とりわけ連

立政権内の保守党と自由民主党の非難の応酬に移ってしまっていた。改

革の成否の鍵を握るのは、労働党支持者の動向と考えられていたが、ク

レッグの労働党支持者への最後の訴えも時すでに遅しであった。クレッ

グは、労働党を進歩派とたたえ、「私に目にものみせてやりたいとか、

不快感を示したいという気持ちはわかる・・・しかし、これは、私など

よりずっと大きな、進歩への道の分岐点なのである」と、選挙制度を改

革することの意義を考えて賛成の票を投じるように訴えた 37 が、それが

どの程度人々の耳に届いたかは不明である。労働党内でも前政権の閣僚

など大物議員が最後の賛成キャンペーンに動いたが、流れを変えること

はできなかった。

　投票日直前に発表された各種の世論調査は、反対派の圧勝を告げてい

た。ガーディアン紙 /ICMの調査では、賛成は 28％、反対は 52％、わ

からないが 20％、投票に行くつもりの人では差はさらに大きく、賛成

は 32％、反対は 68％であった。反対派のリードは、3月調査より大幅

に拡大している。サン紙 /YouGovの調査では、賛成 40％、反対 60％で

あった 38。

36  The Guardian, ＇Labour grandees accuse coalition of hijacking AV debate＇, http://

www.guardian.co.uk/politics/2011/apr/25/alan-johnson-accuses-coalition-av/print.
37  The Guardian, ＇Nick Clegg on AV: ＂People want to poke me in the eys―but this 

reform is vital＂＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/may/02/nick-clegg-

alternative-vote-int…
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5　レファレンダムの帰結

　5月 5日のレファレンダムは、選択投票制反対派の圧勝に終わった。

投票率は 42％で、賛成は 32.1％、反対は 67.9％であり、全国 440 の投

票区のうち、賛成が反対を上回ったのは 10 投票区に過ぎなかった。賛

成の比率が全国平均よりも高かった地域 39 は、多い順に、北アイルラン

ド、ロンドン、スコットランド、ウェールズである。逆に最も低かった

のは、イングランド北東部であった 40。

　同時に行われた統一地方選挙では、自由民主党の退潮が著しかった。

38  The Guardian, ＇AV Referendum: crunch time Nick Clegg as huge defeat 

predicted＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/may/04/av-referendum-nick-

clegg-def... 
39  イングランド 9地域、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの合計
12 地域のうち。投票区の詳細は、小松由季「英国議会下院改革及び選挙制度改
革等の動き」『立法と調査』No.321、2011 年 10 月、82 ページ。

表1
レファレンダム結果

地域 賛成票 賛成％ 反対票 反対％
北アイルランド 289,088 43.7 372,706 56.3
ロンドン 734,427 39.5 1,123,480 60.5
スコットランド 713,813 36.4 1,249,375 63.6
ウェールズ 325,349 34.6 616,307 65.4
南西部 564,541 31.5 1,225,305 68.5
ヨークシャー
＆ハンプシャー

474,532 31.3 1,042,178 68.7

北西部 613,249 30.2 1,416,201 69.8
南東部 823,793 29.7 1,951,793 70.3
イングランド東部 530,140 29.0 1,298,004 71.0
東ミッドランド 408,877 28.7 1,013,864 71.3
西ミッドランド 461,847 28.5 1,157,772 71.5
北東部 212,951 28.1 546,138 71.9
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表2
イングランドで各政党が多数派となった地方議会数と当選者数

政党 地方議会 +/- 地方議員 +/-
保守党 157 +4 4820 +81
労働党 57 +26 2392 +800
自由民主党 10 -9 1056 -695
その他 55 -21 761 -199

スコットランド議会の当選者数
政党 選挙区 比例区 合計 +/-

スコットランド国民党 53 16 69 +23
労働党 15 22 37 -7
保守党 3 12 15 -5
自由民主党 2 3 5 -12
その他 0 3 3 +1

ウェールズ議会の当選者数
政党 選挙区 比例区 合計 +/-

労働党 28 2 30 +4
保守党 6 8 14 +2
ウェールズ国民党 5 6 11 -4
自由民主党 1 4 5 -1
その他 0 0 0 -1

イングランド地域の 279 の地方議会では、労働党が議席を大幅に増やし、

保守党も微増させたのに対し、自由民主党は議席を大幅に減らしたので

ある。地域議会の選挙では、スコットランド議会選挙でスコットランド

国民党 SNPが大躍進して、その他の政党は軒並み議席を減らしたが、

スコットランドでも最も多くの議席を失ったのは自由民主党であっ

た 41。

40  結 果 は、 表 1参 照。 表 は、BBC News, ＇Alternative Vote: regional results＇, 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-13321281?print=true, 2011/05/07.より作成。
41  統一地方選挙の結果は、表 2参照。表は、BBC News, ＇Vote 2011＇, http://www.

bbc.co.uk/news/uk-politics-12913122, 2011/05/08 より作成。
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　地方選挙での投票行動と、レファレンダムでの投票行動が必ずしも連

動するわけではないが、地方選挙での自由民主党の惨敗を見ると、レファ

レンダムで負けたのは、選択投票制支持派というよりも、自由民主党で

あったと言うことができるかもしれない。選択投票制の採否を問うレ

ファレンダムの実施は、自由民主党が連立参加によって得た報酬であっ

た。連立政権内での自由民主党にノーを突きつけた人々は、結果的に選

択投票制も拒絶したのである。

　とはいえ、自由民主党とともに、選択投票制支持派がレファレンダム

に敗れたのは事実である。小選挙区制に異論を唱え、選挙制度の改革を

望んでいた人々にとって、それは手痛い敗退であった。選択投票制その

ものを支持するというよりも、それが選挙制度改革の最初の一歩になる

ことを願って賛成派についた人々も多かったのだが、この敗退は、「選

挙制度改革を一世代後退させるもの」42 であったからである。イギリス

で、小選挙区制の改革に最も近づいたのは、1931 年のことであった。

それから 80 年間、ようやく開きかけた扉は再び閉ざされたのであった。

　賛成派の自由民主党からは、連立政権をともに担う保守党からのク

レッグへの個人攻撃や、それを止めようとしなかったキャメロン首相を

非難する声があがった。賛成派からは、キャメロンが、反対キャンペー

ンの先頭に立った時点ですでに勝敗は確定していたという声も出たとい

う 43。保守党の党を挙げての運動が功を奏したというわけである。

　レファレンダムで賛成派が敗れたことの総括は、労働党の重鎮で、選

挙制度改革に熱意を持つことで知られているマンデルソンの言葉につき

るのではないだろうか。マンデルソンは、まず、レファレンダムの日程

が、総選挙後の最初の大型選挙と同日に設定されたことが躓きの始まり

42  The Guardian, ＇Lib Dems dealt crushing blow after no campaign storms to 

victor y in AV poll ＇, http://www.guardian.co.uk/politics/2011/may/06/av-

referendum-deals-liberal-de...
43  The Guardian, ＇AV referendum: Yes campaign handed thumping defeat＇, http://

www.guardian.co.uk/politics/2011/may/06/av-over-yes-campaign-routed/...
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であるとしている。さらに、キャメロンが、連立政権の統一を犠牲にし

ても積極的にかかわり始めたことが事態を進めた、とする。そして、結

局、5月 5日のすべての投票は自由民主党、とりわけクレッグに関して

のレファレンダムになってしまったと述べている。そして、さらにこう

指摘している。「大衆は、ものごとが、連立のパートナー同士の何らか

の交渉の結果、晴天の霹靂のように始まったように感じているし、選択

投票制がなぜ重要な取引材料であったのかわからないのではないかと思

う。人々は、我が国の政治制度には多くの問題があると感じているが、

選択投票制は問題の解決策ではないと感じたのだと思う」44。

　ガーディアン紙が挙げた「選択投票制が負けた 10 の理由」は、カウ

ントダウン式に 10. レファレンダムでの問いかけ方が賛成派に不利だっ

た、9. 選択投票制自体にもともと支持がなかった、8.　選挙管理委員会

のパンフレットで、選択投票制が難しそうに見えてしまった、7.　労働

党の多くの議員が示した驚くほどの保守性、6. 保守党の保守性、5.　反

対派の汚いキャンペーン、4.　不発の賛成派キャンペーン、3. 連立政権

への不信、2.　賛成派の焦点の定まらない主張、1.　ニック・クレッグ、

であった 45。

　多くのイギリス人は、現在のイギリスの政治に問題があると感じ、何

らかの改革が必要であると考えているという。既成の政党や政治家に対

する不信感も増しているという 46。2010 年の総選挙後の世論調査で、選

挙制度の改革に好意的な結果が出たのは、それを象徴している。しかし、

レファレンダムのキャンペーンは、既成の政党間あるいは政党内での泥

仕合に陥り、賛成派・反対派の間で選挙制度を改革することに関する議

44  The Guardian, ＇Lib Dems dealt crushing blow after no campaign storms to 

victory in AV poll＇, op.cit..
45  The Guardian, ＇10 reasons the AV referendum was lost＇, http://www.guardian.

co.uk/commentisfree/2011/may/06/reasons-av-referendum... 
46  BBC News, ＇Viewpoint: In defence of politics＇, http://bbc.co.uk/news/uk-

politics-15039507?print=true, 2011/09/26.
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論が深まることはなかった。賛成派は、選択投票制が民主主義を促進さ

せると訴えたが、賛成派の中には本来は選択投票制を支持していなかっ

た者も多いため、説得力に欠けていた。選択投票制が解決策にはなりえ

ないと人々が感じたとしたら、否決されるのが当然の帰結であった。ま

た、多くの人々の漠然とした期待を担って連立政権に参加したクレッグ

と自由民主党がその期待を裏切ったとしたら、彼らの主張が人々に受け

入れられないのも当然のことであろう。そもそも、選択投票制を提案し

たのは前政権を率いていた労働党のブラウンであった。ブラウンを拒絶

して保守党との連立を選んだクレッグが、連立のパートナーである保守

党からの激しい攻撃にさらされた挙句に選択投票制採用のレファレンダ

ムに敗れ、念願であった選挙制度改革の道までも閉ざされてしまったの

は、何とも皮肉な結末であった。

　レファレンダムで、人々はこれまでどおりの小選挙区制の継続を選ん

だ。これは、一見したところでは、それを主張したキャメロン首相と保

守党の勝利であったように見える。しかし、見方を変えれば、これは、

連立政権のありように対する異議申し立てであったと言うこともでき

る。連立合意の条件であったレファレンダムで、連立を成立させたクレッ

グを罰したからである。さらに、選択投票制という投票制度を退けたか

らといって、人々が議会や政治の改革の必要を認めていないわけではな

いだろう。何らかの改革は必要であると考える人々は、選挙制度改革、

とりわけ選択投票制の採用は自分たちが望む改革ではないと判断したの

だ、と考えることもできよう。

6　選挙制度改革とイギリス政治

　最後に、レファレンダムで採否が問われた選択投票制をイギリス政治

の中に位置づけ、さらに選挙制度改革の今後について簡単に考察を試み

ることにする。

　小選挙区の国とされるイギリスであるが、選挙制度の改革を求める運
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動は、意外に長い歴史を持っている。古くは 19 世紀半ばのトマス・ヘ

アやジョン・スチュアート・ミル、19 世紀末の比例代表制協会の活動が、

単記移譲式比例代表制 STVを求める運動として知られている 47。小選

挙区制が全国的に採用されたのは第三次選挙法改正に伴う議席再配分に

おいてであるが、導入から時をおかずに、小選挙区制では得票率と議席

獲得率の不一致が甚だしいという欠陥が明らかになった。小選挙区制に

対する異議申し立てが始まり、1908 年には、自由党のアスキス内閣に

よって、選挙制度の問題を調査するために選挙制度王立委員会が任命さ

れた。2年後、この委員会は、小選挙区制に代えて選択投票制を採用す

ることを勧告したのであった。さらに自由党のロイド =ジョージ内閣時

代の 1916 年に設置された、下院議長を議長とする第一次議長会議は、

都市選挙区での STVの採用、その他の選挙区での選択投票制の採用を

勧告したのである。選挙制度改革を巡ってはこの後数年にわたって議会

での攻防が続いた。小選挙区制の改革・選択投票制の採用が、最も実現

に近づいたのは、ラムゼイ・マクドナルドの第 2次労働党内閣時代であっ

た。1931 年 2 月、選択投票制の採用を含む人民代表法案が下院で可決

され、上院で修正された法案は、7月に上院でも可決された。しかしそ

の翌月、マクドナルド労働党内閣が崩壊したことで、法案も葬り去られ

てしまったのだった 48。

　次に選挙制度改革問題が浮上したのは 1974 年の総選挙でハング・パー

ラメントが出現した時であった。この選挙で躍進した自由党（のちに、

労働党の右派と合流し、現在は自由民主党）は、小選挙区制の故に進出

を阻まれているとして、その後一貫して小選挙区制の改革を主張してき

ている。1997 年総選挙では、自由民主党と提携した労働党は選挙制度

改革に関するレファレンダムの実施をマニフェストに掲げた。選挙で勝

47  甲斐祥子「イギリス選挙制度改革と単記移譲式比例代表制」『帝京国際文化』
第 18 号、2005 年、96～7 頁。
48  The Guardian, ＇AV Referendum: A century of high and low for electoral reform＇, 
http://www.guardian.co.uk/politics/2011/may/03/av-referendum-century-highs...
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利し成立したブレア労働党政権は、投票制度に関する独立委員会（ジェ

ンキンズ委員会）を設置した。委員会は、1年がかりで報告書をまとめ、

下院の選挙制度として選択投票・補充制 AVPlusの採用を勧告したので

あった。しかし、労働党政権はマニフェストを反故にし、レファレンダ

ムを実施することはなかった。自由民主党が、ようやくたどり着いたの

が 2011 年の選択投票制を巡るレファレンダムであったのである。

　20 世紀初めの選挙制度改革の動きと、近年の選挙制度改革運動には

共通点がある。いずれの時期も、二大政党制の揺らぎと第 3党の台頭が

見られた時代である点である。

　1900 年の総選挙では 2議席しか獲得できなかった労働党は、1906 年

の総選挙では 30 議席に躍進をとげた。労働党は総選挙ごとに議席を伸

ばし、1923 年には 191 議席を獲得し、翌年には労働党を少数与党とす

るマクドナルド政権が成立する。さらに、1929 年の総選挙では労働党

は第 1党となり、マクドナルドは第 2次内閣を組織する。他方、自由党

は 1910 年代までは勢力を保ったものの、労働党の進出に押されるよう

に退潮を始めた。選挙制度改革の議論が起こったのはこういった時期で

あった。

　1974 年も、第 2次大戦後の保守党と労働党の二大政党制の揺らぎが

顕在化した年であった。それまで総選挙で合計90％以上の票を獲得し、

議席をほぼ独占してきた両党は、それ以後得票率を減らし続け、70％を

切るまでになっている。2010 年の得票率は 2党合わせて 65％である。

台頭したのは、かつての自由党、現在の自由民主党である。同党は、選

挙によって増減はあるが、おおむね 20％前後の得票を確保している。

1997 年以降は獲得議席も増加し、2001 年以降は 50 議席以上を確保し、

議会における第 3党としての地位を確立した。さらに、スコットランド

国民党やウェールズ国民党などの地域政党も一定の支持を集め、それぞ

れの地域では下院の議席を獲得している。これらの多くは労働党に近い

立場をとり、下院でそれなりの存在感を示している。さらに、その他の

小政党も得票を伸ばし、2005 年にはリスペクト、2010 年には緑の党が
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それぞれ当選者を出し、イギリス議会の多党化傾向を印象づけた。地域

議会や地方議会、ヨーロッパ議会では、多党化はさらにはっきりとして

いる。既成の政党や政治家に対する異議申し立てが、多党化につながっ

ているとすれば、大政党に有利であり、二大政党制を支えてきたとされ

る小選挙区制の改革が試みられるのも不思議なことではない。

　また、選択投票制が浮上した背景にも共通点がある。小松浩によれば、

1900 年代から 1910 年代においては、選択投票制に関しては、自由党と

労働党が賛成、保守党が反対、STVに関しては、各党内で賛否が分か

れていたということである 49。選択投票制では、自由党と労働党が互い

の第 2順位票の獲得を期待できたのに対し、保守党は結託した 2つの「左

翼」政党に対抗しなくてはならないからであるという。また、STVに

関して党内が分裂したのは、自由党と保守党にあっては労働党との提携

や共存を是とする否か、労働党内にあっては自由党との協調か対決か、

という路線の対立があったからである。比例代表制の一種とみなされる

STVでは各党は自党の独自性を強調し、対決を強調することになる。

そこで、提携・共存・協調派は、STVに反対したのである。1929 年に

少数内閣として出発した第 2次マクドナルド労働党内閣が、選択投票制

の採用を目指したのは、勢力の回復を望む自由党をひきつけるためで

あった。自由党は、1924 年の総選挙で 40 議席、29 年にも 59 議席と惨

敗し、選挙制度改革こそかつての力を取り戻す道だと考えるようになっ

ていた。その自由党にマクドナルドが提案したのは、労働党―自由党の

進歩派の協力を可能にする選択投票制であったのである。少数内閣を率

いるマクドナルドにとっても、自由党との提携は必要であった。

　不人気に悩んだ労働党のブラウン首相が、選挙制度改革を提案した時、

提案されたのが AVPlusではなく、選択投票制であったことに驚いた者

は多い。AVPlusこそ、1997 年総選挙での労働党と自由民主党の協力の

49  小松浩『イギリスの選挙制度―歴史・理論・問題状況』現代人文社、2003 年、
54 頁。
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成果であったからである。自由民主党をひきつけるための提案は

AVPlusであるべきであった。しかし、自由民主党をひきつけつつ、労

働党の議席を確保し、保守党に対抗して政権を維持する道は、進歩派の

協力を可能にする選択投票制以外にはなかった。ブラウンがマクドナル

ドと同じ選択をしたのは、決して偶然ではない。保守党がこの提案を横

取りし、自由民主党をも横取りしていったのは、ブラウンにとっては予

想外の展開であったろうが。

　選択投票制は、労働党と自由民主党が保守党に対抗するための戦術で

ある。この採用を、保守党と自由民主党の連立政権がレファレンダムで

問うたのである。保守党が党を挙げて、否決のためのキャンペーンを繰

り広げたのは当たり前のことであった。また、与党と野党に分かれてい

る自由民主党と労働党が、レファレンダムの時だけ連携して選択投票制

を支持しても、国民の理解を得られなかったのも当然であった。

　20 世紀前半の選挙制度改革の動きと、今回の動きの共通性を指摘す

るだけでは議論として十分ではないであろう。しかし、ここから見えて

くるのは、選挙制度改革は党利党略と切り離しては語れないものであり、

政府や大政党が改革に乗り出すのはよくよくの事情がある場合 50 である

ということである。レファレンダム後も、保守党と自由民主党の連立は

きしみながらも進んでいる。レファレンダム実施の提案で連立政権を成

立させ、それを実施して約束を果たした今、もはや保守党が選挙制度改

革に目を向けることはない。自由民主党や労働党にしても、選択投票制

が国民に拒否されたのち、どのような改革であれ新たな選挙制度改革を

再び持ち出すのは容易ではないであろう。

50  Alan Renwick, The Politics of Electoral Reform, Changing the Rules of Democracy, 

Cambridge U.P., 2010, p.46.
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7　おわりに

　レファレンダムの後、2011 年の夏のイギリスは、スキャンダルや暴

動に揺れた。政治や政治家が国民の信用を取り戻すには程遠い状況であ

る。国民健康保険の見直しや、ヨーロッパの経済危機への対応など、難

しい問題も山積している。その中で、2011 年の秋からは、議会選挙制

度及び選挙区法の後半にあたる議員定数削減とそれに伴う選挙区改定の

検討が本格化した。改革の内容は、下院の定数を 650 から 600 に削減す

るとともに、各選挙区の有権者の数を、原則として平均値からプラス・

マイナス 5％の範囲に収めるようにする、というものである。9月には

第 1弾として、イングランドの新選挙区の素案が提示された。定数削減

は保守党の発案によるので、労働党は新しい選挙区割りをゲリマンダリ

ングとして批判している。また、議員定数削減と選挙区の変更は個々の

議員に直接かかわる問題だけに、労働党だけでなく各方面で激しい反発

が起こっているようである。新選挙区の確定までには相当の紆余曲折が

あるであろう。

　二大政党制の国とされてきたイギリスが、多党化傾向にあることは否

定できない。小選挙区制が多党化時代に対応できないのも確かである。

イギリスでも、小選挙区制以外の選挙制度が採用されている地域議会・

地方議会やヨーロッパ議会では、多党化は現実のものになっている。イ

ギリスで、多党化時代にふさわしいものとして、下院の新しい選挙制度

が提案されることはあるのだろうか。それともイギリス人は、「投票に

よっていやな政府を放り出すことができる」制度として、小選挙区制を

いつまでも選び続けるのだろうか。


