イギリス選挙制度改革と単記移譲式比例代表制
甲斐祥子

１

はじめに

2004 年７月の参議院選挙での民主党の躍進に、それが日本での本格的
な二大政党政治発展の第一歩となることを期待する声も聞かれた１）。政
権交替によって政治の停滞や腐敗が払拭されるという二大政党制の評価
と、小選挙区制を二大政党制創出の手段と考えることは、イギリスの政
治をイメージしたものである。日本では、二大政党制を前提にしたイギ
リス型の議会政治（レイプハルト言うところの、ウェストミンスターモ
デル）２）への憧憬の念が、近年の政治改革論の中でも際立っている。一方、
大山礼子の近著『比較議会政治論』３）は、ウェストミンスターモデルを
日本の政治改革、議会改革の理想型とすること批判的に論考し、このよ
うな潮流に一石を投じたものとして注目される。
さて、大山も指摘していることであるが、近年ウェストミンスターモ
デルとみなされる国々で制度改革の動きが見られる４）。イギリスもその
例外ではない。イギリスでは、イギリス政治の象徴ともいえる小選挙区
制（正確には小選挙区多数代表制 single- member plurality system）５）の改
革も議題に上ってきているのである。小松浩は、『イギリスの選挙制度―
歴史・理論・問題状況』の中で、1990 年代における選挙制度改革論の特
徴は、それがイギリス憲法 Constitution 全体の改革論議の一環として主張
されている点にあると述べている６）。
小選挙区制改革論議は、当然のことながら、他の国々で行われている
制度を視野に収めてのものになる。現在、多くの国々では、何らかの形
で比例代表的な要素を取り入れた選挙制度が採用されているので、比例
代表制 proportional representation の検討も行われることになる。ところで、
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イギリスにおける比例代表制論議は、極めて「イギリス的」な特徴を持っ
ている。多くの国で行われているのとは違った、「イギリス的」比例代
表制（単記移譲式比例代表制 single transferable vote system of proportional
representation、STV と略称する）まであるのである。本稿は、イギリス
の選挙制度改革の歴史における比例代表制・比例代表制運動を論ずるこ
とによって、イギリス政治の一側面を明らかにすることを試みるもので
ある。このことはまた、イギリス政治の「神話」に基づく、日本の政治
改革論を再検討する契機にもなりうるものである。

２

イギリスにおける選挙制度改革論議と比例代表制

イギリスでは、既に 1970 年代からウェストミンスターモデルからの現
実の乖離が生じていた７）。自由党（現在は自由民主党）への支持の拡大
により、選挙での得票率という点では、三大政党に近い状態が出現した
こと、スコットランドやウェールズの地域政党が下院に議席を確保し、
二大政党制の基礎が流動化したことがまず挙げられる。第二次大戦後、
1960 年代まで、保守・労働の二大政党は、総選挙で合わせて 90％程度の
得票率を維持していたのだが、それが 70％台にまで低下した。一方、長
らく影響力のない第３党の地位に甘んじていた自由党が 20％程度の得票
をするようになった。スコットランドやウェールズでは、分離主義的な
政党が安定した支持を集め、ウェストミンスターの議会に少数ながら代
表を送るようになったのである。また、小選挙区制が、自由党の進出を
ブロックしたことから、小選挙区制の不合理・不公正にも目が向けられ
ることにもなった８）。例えば、1974 年２月の総選挙で、19.3％の得票率
であった自由党が獲得した議席は、全議席の 2.2％にすぎなかったのであ
る。自由党・自由民主党は、小選挙区制をやめ比例代表制を導入するこ
とを主張するようになるが、制度によって守られた二大政党が受け入れ
ることはなかった。得票率と議席率の著しい乖離は改善されることはな
かったのである。
ところが、1990 年代になると、小選挙区制が二大政党制を成り立たせ、
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政治の安定を保証するという従来の評価への疑問も呈されるに至った。
1970 年代以降の選挙結果を見ると、与野党僅差の辛勝パターン（1974 年
２月、10 月、1979 年、1992 年）か、一人勝ちの圧勝パターン（1983 年、
1987 年、1997 年、2001 年）のいずれかである。辛勝後は政治が不安定に
なり、
圧勝後は二大政党制というより一党優位制のようなものになる。
「政
治的安定を保ちながら、しかしゆるやかな政権交代をうながす二大政党
制のイメージからはほど遠い」状態が、
常態になってしまったのである９）。
また、小選挙区制が、政党支持の地域的な偏りにより、一つの政党のみ
に有利に働くことがあることもわかってきた 10）。選挙制度への関心は、
研究者やイギリス政治のあり方に関心を持つ人々の間に広まり、小選挙
区制の改革は政治に関する議題の一つとみなされるようになっていく 11）。
ただし、関心が一般の国民の間でも高かったということはできないよう
であり、1980 年代から 90 年代にかけては、保守党の長期政権のもと、改
革の問題は放置されていた。しかし、1997 年の総選挙では、労働党と自
由民主党は、小選挙区制の見直しを含む憲法改革 Constitutional Reform に
ついての合意に達し、それを公約に掲げて総選挙を戦った。そして、歴
史的な大勝を収めて成立した労働党のブレア政権の下で、公約に従って、
投票制度に関する独立委員会 Independent Commission on the Voting System
（委員長の名から、通称はジェンキンズ委員会）が設置された。98 年には、
小選挙区制から比例代表制の要素を取り入れた混合制度への変更を勧告
する委員会の報告書が提出されているのである 12）。
ところで、イギリスでの選挙制度改革や比例代表制への関心は近年初
めて登場したものではない。多くのイギリス人にとっては、比例代表制
は目新しく、また、特定の政党（自由民主党あるいはその前身である自
由党と社会民主党）と結びつけて考えられがちなものである 13）。しかし、
実はイギリスでは、19 世紀半ばから、比例代表制の採用を求める運動が
存在しているのである。1885 年に、第三次選挙法改正の一環である議席
再配分法によって小選挙区制がイギリスに導入された時、代わりに比例
代表制を採用することを求める運動が、かなりの盛り上がりをみせた 14）。
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また、その約 20 年後の 20 世紀初頭から 30 年代初めにかけては、小選挙
区制改革論が政治の場にしばしば登場した。議会に委員会や会議が設置
され、そこでは小選挙区制の欠陥が指摘され、選挙制度の改革が検討さ
れたのである。中でも、1916 〜 7 年の第一次議長会議 The First Speaker's
Conference は、小選挙区制の改革を全会一致で議決し、改革案を政府に勧
告した。これは、都市部での STV の採用を含むもので、1917 年から翌年
にかけては、イギリスが最も比例代表制に近づいた時だとされる 15）。も
しこの時 STV が導入されていれば、ウェストミンスターモデルの国イギ
リスの政治は、かなり様相を異にするものになったかもしれないのである。
STV は、現在アイルランド共和国やマルタ、オーストラリアの上院
などの選挙で用いられている比例代表制の一種である。日本も含む多
くの国で採用されている名簿式の比例代表制とは、その精神も機能も
異なっている。ところが、イギリスで比例代表制と言えば、まず第一
に、STV であった。1884 年から翌年の比例代表制運動も STV の採用を
求める運動であったし、1884 年に結成された比例代表制協会 Proportional
Representative Society の流れを汲む選挙改革協会 Electoral Reform Society
は、長年にわたり STV を主張し続けてきた。また、上記のジェンキンズ
委員会でも、STV は「最も真剣に」検討されたのである 16）。現在では、
イギリスでも、ヨーロッパ議会選挙やスコットランドやウェールズなど
の地方議会の選挙に、全面的あるいは一部に名簿式比例代表制が採用さ
れている。また、ジェンキンズ委員会の報告では、択一投票制 Alternative
Vote17）と名簿式の比例代表制を組み合わせた混合制度採用が勧告される
など、STV の旗色はあまり良くはない。しかし、現在 STV が何らかの形
で採用されている国々は、大半がイギリスの影響下にあった国である 18）
ことからも、STV がイギリスの政治文化と深く関わっていることがうか
がわれる。STV は、「アングロ・サクソン方式の比例代表制」、「アングロ・
アメリカの諸国が比例代表制を採用するときは、決まって STV である」
と言われることもあるのである 19）。以下では、
STV についての解説に続き、
STV の誕生と発展を、第一次議長会議及びアイルランドへの STV の導入
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まで概観する。「イギリスではなぜ STV なのか」を考え、STV を手がか
りにイギリスの政治の特質を考察する。

３

単記移譲式比例代表制 STV とは何か

STV とは、定数が複数の選挙区（大選挙区）で、候補者に順位をつけ
て投票する制度である。有権者は候補者名が記載された一枚の投票用紙
上で、好ましい順に候補者に順位をつけて投票する。順位は何人につけ
ても構わないし、一位しかつけなくてもよい。政党を横断して順位づけ
をすることもできるし、支持政党の候補者のみに順位をつけてもよい。
有権者の自由を尊重する投票方式であり、有権者の作業は、少し面倒だ
としてもそれほど難しくはない。一方、当選者の決め方は非常に複雑で、
概略を述べると次のようになる。まず、第 1 順位の票を集計し、そこで
ドループ基数 Droop quota（当選基数、当選に必要かつ十分な票数で、有
効投票用紙の数と定員から割り出される）を超える票を獲得した候補者
がいたら、その候補者を当選とする。当選者の数が定数に満たないときは、
当選者の獲得票のうち当選基数を超えた分（超過票）を第２順位の候補
者に分配（移譲）したり、得票が少なくて落選と決定した候補者の票を
第２順位の候補者に分配したりする。超過票を分配する際には、当選者
の全獲得票について第２順位を調べ、その構成比を求め、その構成比に
従って分配する。それらの作業の結果、第１順位の票と第２順位の票の
合計が当選基数を超えた候補者は当選となる。このような作業を、次は
第３順位について行い、当選者が定数に達するまで同じことを繰り返し
ていく。STV には、アイルランド式（ヘアー・クラーク式）とグレゴリー
式があり、超過票の分配のしかたに違いがある。アイルランド式の方は
偶然性に支配されることがあり、グレゴリー式は厳密だが計算が煩雑で
ある 20）。
STV は比例代表制と言われるが、政党毎に作られた名簿に投票したり、
政党の名簿に記載された候補者に投票したりする名簿式とは全く異なっ
た制度である。STV では、有権者は政党ではなくて個人に投票する。こ
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の点では、小選挙区制の建前 21）と同じであるが、選挙区の大きさ（定数）
の他に、死票や無駄になる票が少ない点では対照的である。その結果、
STV では、政党毎に集計した場合の得票率と議席率の一致の度合い（比例
性）は、小選挙区制よりも高くなることが期待される。また、政党に拘
束されることが少なく、投票する人数（何人に順位をつけるか）も自由
であること、２位以下の支持も尊重されることなどから、個人本位の制
度という事ができる。
現在、STV を国政選挙のレベルで採用している国は前述の３国、アイ
ルランド共和国、マルタ、オーストラリア（上院）であるが、地方レベ
ルでは、北アイルランド、オーストラリアとアメリカのいくつかの州で
採用されている 22）。
STV の評価は一定ではない。実際には、比例性（得票率と議席率の一
致）に関して、条件次第では小選挙区制より劣ることがあるので、擬似
比例制と分類すべきだというものから、最も比例性が高い制度であると
するものまである 23）。一般的には、選挙区の定数が大きくなればなるほど、
また、有権者が政党を横断して投票することが少ないほど、比例性が高
まるとされる 24）が、政治風土や政党の配置による影響も無視できないと
思われる。採用されている例が少なく、採用している国や地域の規模が
小さいため、制度の特性を抽出するのは容易ではないようである。
ちなみに、ジェンキンズ委員会では、STV のメリットを次のように述
べている。有権者の選択肢が増える。比例性が高まる。名簿式に比べて、
政党の拡散化を防ぐことができる。混合制度につきものの、議員の階層
化（選挙区選出議員と比例区選出議員）を伴わない 25）。これらは、理論か
らではなく、STV を採用している国の成功例―アイルランド共和国が政
治の安定と経済の繁栄を謳歌していること、マルタで選挙による政権交
代が起こったこと―から導き出されたものである。とりわけ、「イギリス
議会制の伝統をかつて共有していた」26）アイルランド共和国に、STV を
もたらしたのはイギリスであったので、アイルランドの ｢ 成功 ｣ は、注
目されたのであろう。
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一方、当のアイルランドでは、政治家の間で STV の人気は高くはない
ということが、同報告にも指摘されている 27）。アイルランドでは、全国
が定数３から５人の選挙区に分割されている。アイルランドには、フィネ・
ゲール Fine Gael とフィアナ・フォール Fianna Fail という二大政党があり、
両党は各選挙区に複数の候補者をたてることが多い。そのため、ちょう
どかつての日本の中選挙区制のように、同じ政党の候補者間の議席争い
が生じる。そこで、候補者は選挙区対策に追われ、国政がおろそかにな
りがちになる。また、利益誘導のようなことも起こるし、地盤がものを
いうので、議員の世襲も珍しくない 28）。このような問題は、選挙制度の
みから生じるというわけではないのだが、アイルランドの政治家は、過去
何度か、STV から小選挙区制への変更を試みている。アイルランドの政
治家にとっては、選挙改革という語は、
「イギリスの投票制度への変化を
意味する」29）というのは、皮肉と言えば皮肉である。
「アイルランドの国
民が自ら選んだのではない」30）STV は、変更の試みを乗り越え、現在も
アイルランドで生き続けているのである。

４

STV の登場と発展

さて、STV の歴史は、19 世紀の半ばに遡る。いくつかの似たようなア
イデアの中で、現在につながっているのは、イギリスの法律家トマス・
ヘア Thomas Hare の考案になる制度である 31）。選挙権の拡大が政治課題
になっていたこの時代は、それに伴う選挙制度の改革の必要も議論され
ていた。ヘアは、選挙権が大衆まで拡大された場合に政治の質が低下す
ることを懸念し、教養ある有産階級（数の上では少数派）の代表を確保
するための選挙制度として、独自の比例代表制を考案し、1857 年にパ
ンフレット『代表の手続き』The Machinery of Representation、59 年に著書
『代表選出に関する論考―国会と地方議会―』A Treatise on the Election of
Representative, Parliamentary and Municipal の形で発表したのである。ヘア
の構想は、地域に関係なく作られた候補者の名簿（これが選挙区の役割
を果たす）から、有権者が候補者に順位をつけて投票するというもので
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あった。当選基数 quota を越える票を獲得した候補者が当選となる。当
選者の獲得票のうち、当選基数を超えた分と、当選できないことが明ら
かな候補者の獲得票は、他の候補者にまわされる。こうすれば、選挙は、
地域ごとに定められた選挙区での勝ち負けではなくなるので、地盤がな
くても優れた人物が議員に選ばれるようになる、また、当選につながら
ずにいわば無駄になる票（死票）も減らすことができる、というのであ
る 32）。ヘアはその後、自らが考案した比例代表制の修正を重ねていき、
STV の原型を作り上げ、同時にそれを実現するための活動を繰り広げる。
ヘアの構想はジョン・スチュアート・ミル John Stuart Mill の注目する
ところとなり、ミルのサークルから広まっていった 33）。1865 年に下院議
員になったミルは、議会でヘア方式の採用を提案したことがあった。ま
た、選挙法改正を求めて結成された改革連盟 Reform League

34）

の中に、

ヘアを議長とする代表改革協会 Representative Reform Society が設置され
たりもした。ミルの影響力の大きさもあり、ヘアの比例代表制は一定の
関心を集めたと言うことができる 35）。とはいえ、イギリスの政界で、比
例代表制に理解を示す政治家は多くはなかった。政治家は、当時の制度
の中で当選し、活動しているのだから、制度の変更に乗り気ではないと
いう面はある。さらに、ヘア式が、候補者名簿の作成法、票の移譲の方
式や移譲された票の数え方などに、様々な技術的困難を抱え、それを乗
り越えようとして非常に複雑なものになってしまったことも、政治家た
ちの理解を得にくかったことの一因であろう。他方で、ヘア―ミルの構
想にごく初期に注目した人物にオーストラリア女性キャサリン・スペン
ス Catherine Spence がいた。彼女は、オーストラリアで比例代表制、STV
の導入を求める運動を続け、のちにタスマニア州とニューサウスウェー
ルズ州で STV が採用される土台を作ったのである 36）。
ヘアの方式は、比例代表制と言われているが、彼が独自の選挙方式を
考案した時重視したのは、現在の比例代表制選挙で重視されているとこ
ろの、得票数を議席数にできるだけ正確に反映させることではなかった
ことは確認しておかねばならない。そもそもこの時代には、選挙権の拡
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大や、選挙区割の著しい不合理・不公正を是正することの方が第一の関
心事であった。近代的な政党も生成途上であり、得票数と議席数の乖離
を問題にする以前の状態であったとも言える。また、ヘアは選挙権の拡
大によって数の論理が強まると、政党が力を持つようになり、個人が軽
視されるようになることを懸念していた 37）。ヘア自身が、自らの構想を「個
人代表」personal representation と名づけていることが示すのは、彼が「個人」
の要素を重んじ、「個人」が正しく代表される―このことによって少数派
の代表も確保される―制度を実現しようとしていたということである 38）。
これが、ミルをひきつけた要素であったと言える。
1867 年の第二次選挙法改正後、選挙問題全般への関心が低下したこと
もあり、比例代表制運動は停滞する。その時期、比例代表制に関心を持
ち続けた人々の中には、統計学者や数学者がいる。その中で、数学者で
もあった法律家ドループ Henry R. Droop は、ヘアの構想を基にして、選
挙区の定数を小さくし、移譲の方法を工夫した。代表改革協会の会員で
自由党の下院議員であったモリソン Walter Morrison が、1872 年に議会に
提案した比例代表制は、ドループの影響を受けたと思われるものである。
これは議会ではほとんど関心を集めることはなかったが、現在知られて
いる STV と基本的には変わらないものである 39）。
STV が次に脚光を浴びることになったのは、1884 〜 5 年の第三次選挙
法改正にあたってである 40）。1884 年に、かつて代表改革協会に加入して
いた自由党の下院議員ジョン・ラバク、ヘンリー・フォーセット、レオ
ナルド・コートニーらを中心にして比例代表制協会が結成される。協会は、
自由党、保守党を問わず、最盛期には 180 名の下院議員と 30 名の上院議
員を会員とし、院内外で比例代表制の導入を求める運動を展開した。個々
の会員の思惑は様々であったようだが、共通するのは、選挙権の拡大に
よる議会の大衆化に不安を抱く議員たちが、比例代表制は少数者の代表
を確保する手段であるという協会の主張に惹きつけられたということで
あろう 41）。この比例代表制協会が選んだ方式が STV であった。比例代表
制協会は 1884 年から翌年にかけての選挙権法案、議席再配分法案の作成、
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審議の過程で、比例代表制（STV）の採用をグラッドストンの自由党政
府に働きかけたのである。
少数代表の確保は、決してごく一部の保守的な議員の関心事である
というわけではなかった。とりわけ、人口が希薄な農村部が主な支持基
盤であった保守党は、選挙権の大幅な拡大とそれに伴う選挙区の見直し
で、少数派として不利な立場に追い込まれることを懸念していた。選挙
法を改正するためには、保守党が多数を占める上院で法案を通過させる
必要がある。そこで、自由党政府も保守党の意向を無視するわけにはい
かず、保守党にあまり不利にならない制度、つまり少数派（有産階級や
農業的利害）であっても代表を出すことができる制度を示す必要があっ
た。STV こそ、そのような意図に最適なもののように思われるが、比例
代表制協会の運動にもかかわらず、STV が真剣に検討されることはなかっ
た。自由党政府と保守党が合意したのは、全国を定数１の小選挙区に分
割するという議席再配分案 42）、すなわち小選挙区制の採用であった。小
選挙区制は、選挙区間の有権者数の不均衡を是正することを第一の目的
として考え出されたものである。ところが、自由党のグラッドストンも、
保守党のリーダー、ソールズベリも、小選挙区制は少数代表確保の策で
もあると信じたのであった 43）。小選挙区にすれば、保守党の支持者が多
い選挙区を作り出すことができるので、保守党の支持層が少数派になっ
ても保守党の議席を一定数確保できる。得票率と議席率の乖離も小さく、
これまでの二人区や三人区の弊害を除去できる、というのである。小選
挙区制では得票率と議席率の不一致が甚だしく、小政党に不利であると
いう現代の常識からいえば、小選挙区制が少数代表の確保策であるとは
奇妙であるが、二大政党のリーダーはそう信じたのである。
そもそも、比例代表制協会の会員が増加したと言っても、比例代表
制に好意的であった有力政治家はほとんどいなかった。グラッドストン
は、議員は地域の代表であるという古典的な代表概念を持っていたので
伝統的な選挙区を好んだし、急進派のブライトやモーレイは、少数代表
とは階級的特権の維持を狙ったものだと信じていた。新しい急進派とし
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て台頭したジョゼフ・チェンバレンは、政治の大衆化こそ時代の趨勢で
あると考えていた。多数派が強い政府を形成し、広範な社会改革を実現
することこそチェンバレンの望みであったから、チェンバレンは当然の
ごとく少数代表という言葉を嫌悪した 44）。一人一人の個人の意見が尊重
されるべきだという、ヘアやミル流の思想は理解されていたとはいえな
い。政治の大衆化、政党の肥大化という時代の潮流からすれば、そのよ
うな思想は「時代遅れ」のものだった。また、『英国憲政論』The English
Constitution で知られるウォルター・バジョットが、多数代表制を支持し、
ヘアの考えを批判したことの影響は大きかったと言われている 45）。バ
ジョットは、選挙は政府を選ぶためのものであり、多数代表制はそれを
可能にするし、政権の安定ももたらすと主張した。比例代表制が少数代
表確保の手段として主張される限り、成算はなかったと言えるのかもし
れない。

５

20 世紀初頭の選挙制度改革論議と STV

1885 年以後約 20 年間は、比例代表制運動が縮小し停滞的であった時代
である。比例代表制運動の通史を著したハートは、教育委員会や地方議
会への導入を巡るイギリスでの動きを紹介している 46）が、その中で注目
されるのはアイルランドに比例代表制を導入することが、何度か議論さ
れたという指摘である。この時代はアイルランド自治問題が内政上の最
大の政治課題であった時期である。アイルランドでは、北部はプロテス
タント、南部はカトリックが優勢であるが、それぞれに少数派が存在する。
イギリスとの関係を巡っても統一派から独立派まで様々なグループが存
在する。このように、社会的な亀裂が大きいアイルランドでは、比例代表
的な制度を採用して、少数派の代表を確保するのが望ましいというので
ある 47）。検討の対象になったのは STV ではなかったが、
地域の事情によっ
ては小選挙区制が適切でない場合もあるという認識が、政治家の間にあっ
たのは注目に値する。
1905 年に、長らく休眠状態であった比例代表制協会が再建された。20
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世紀に入って、選挙権の更なる拡大を求める機運が生じたが、同時に選
挙制度の問題も取り上げられることになったのに呼応して、活動を活発
化させたのである。
小選挙区制が得票率と議席率の一致をもたらすという説の誤りは、何
回かの選挙を経てすでに明らかになっていた。例えば、1900 年の選挙では、
保守党と自由統一党の連合は 51.1％の得票率で 402 議席獲得したのに対
し、自由党は 44.6％で 184 議席しか獲得できなかった。続く 1906 年の選
挙では、勝利を収めた自由党は 49％の得票率で 400 議席を獲得したのに
対し、保守党と自由統一党の連合は、43.6％で 157 議席しか獲得できなかっ
た 48）。比例性の低さは、合理性を欠くと言わざるを得ないものであったが、
二大政党が交互に勝ったり負けたりするのであれば、それほど問題には
ならなかったかもしれない。しかし、この時期、労働党が議会進出を開
始したことは、二大政党にとっては都合の良い選挙制度である小選挙区
制を考え直す一つの契機になったのである 49）。労働党は、1906 年の選挙
で一挙に 30 議席を獲得して、議会内勢力としての地位を確立していた。
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
するための、選挙制度王立委員会 Royal Commission on Electoral Systems
が任命された。委員会は、様々な意見を持つ人々を招いて問題を研究した。
そこには、コートニーら比例代表制協会のメンバーも含まれている。彼
らは、STV が議会に有為の政治家を増やすことになると主張したが、委
員会の関心の中心は、比例性の問題に向けられていた。1910 年に発表さ
れた委員会の報告書は、小選挙区制が得票率と議席率の乖離をもたらす
という欠陥を明確に指摘した。しかし、選挙が二大政党のどちらに政権
を委ねるかを問う国民投票的な役割を果たしていることも認めた。そし
て、小選挙区で有権者が候補者に順位をつけて投票する択一投票制を勧
告したのであった 50）。
ボグダノアは、委員会が集めた資料からすると、STV が選ばれなかっ
たのは奇妙なことであると述べている 51）。アスキス首相は、今後、自由党、
統一党（保守党）、労働党が三つ巴になった場合、択一投票制は自由党に
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とって有利であると考えていたのだという。労働党の支持者は、自由党
の候補者に第二順位をつけるはずだというのである。択一投票制は、選
挙区の枠組みを変える必要がないことも好感された理由であろう。STV
は退けられてしまったわけだが、真剣な検討の対象になったことの意義
はあったと思われる。委員会を通じて、比例代表制全般や STV への理解
や関心は、格段に深まったからである。ちなみに、委員会では、当時ベ
ルギーなどで行われていた名簿式の比例代表制は、イギリスには馴染ま
ないとして、否定されている 52）。
STV への理解が深まった成果は、第一次大戦中のアスキス及びそれに
続くロイド・ジョージ連立（自由―保守）内閣の時代に現れた。政府は、
大戦に対処するために体制の刷新を求め、普通選挙や婦人参政権の実現
など広範な選挙法の改革を志した。そこには、選挙制度の改革も含まれ
ていた。そして、1916 年に、第一次議長会議を設立して問題の検討に入っ
たのである。議長会議は、その名称が示すとおり、下院議長を議長とす
る異例の組織である。メンバーは 32 名の上下院議員で、その中には数人
の比例代表制論者が含まれていた。これは、大戦中の党派を超えた協調
の精神の中で、比例代表制に関しては予想を超えた成果をあげたのであっ
た 53）。報告は 1917 年に発表されたが、男子普通選挙、婦人参政権などの
ほか、都市選挙区での STV の採用、その他での択一投票制の採用を勧告
したのである。STV の採用は、全会一致で決定されたという。これは、
イギリスの比例代表制運動にとって、国政レベルでは初めての目に見え
る成果だった。会議の詳細な記録は残されていないので、議論の詳細は
明らかではないが、会議の構成や比例代表制運動の現状からいえば、「驚
くべき」結果であったという 54）。
ところが、結局、これが新制度として結実することはなかった。議長
会議の勧告に基づく、国民代表法 Representative of People Act の審議過程
で、STV の導入問題は５回にわたって採決され、結局導入は見送られた
のである。５回の採決の結果からわかるのは、各党で賛否がわかれ、し
かもその比率が、採決のたびに変動したことである。連立政府の首脳は、
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比例代表制（STV）が政党制の基盤を弱めるものであると警戒した。ロ
イド・ジョージ首相の言葉は、当時の政治家の典型的なものであろう。
比例代表制は、「多数派が支配するという民主主義の原則を打ち破ろうと
する手段であり」「あらゆる種類の気まぐれな主張をする人々を議会に招
き入れ」「政党を分裂させるものである」55）。これは、STV という選挙制
度の基本的な思想への反感の表明である。また STV の効果への疑問や、
それが自党にとって有利かどうかの判断、複雑さを嫌う気持ちなども、
反対論の根底にあった 56）。
労働党も、比例代表制を巡っては分裂していた。労働党はまだ小政党
であったから、比例代表制は有利になるはずである。労働党が比例代表
支持で一致しなかった背景には、自由党との選挙協力を巡る党内の路線
対立があったと、小松浩は指摘している 57）。独自路線を歩むことを望む
人々は支持派、提携維持を主張する人々は反対派であった。実力者マク
ドナルドは後者に属していた。彼は、自由党と当面は提携しながら実力
を高めていけば、将来小選挙区制が労働党にとって利益になるだろうと
考えていた 58）。まさに、歴史はマクドナルドの予想通りになったのである。
一方、比例代表制を実現させなかったことは、自由党にとっては痛恨の
ミスとなった。1922 年の総選挙で敗退して以来、自由党は坂道を転がる
ように党勢を失っていく。その際、小選挙区制は明らかに自由党に不利
に働いたのである。自由党は、1924 年、1931 年と選挙制度の改革を求め
るが、時すでに遅しであった。世は、保守党と労働党の二大政党の時代
に移っていった。新しい二大政党制の下で、選挙制度の改革や比例代表
制は、殆ど顧みられることはなかったのである。
ところで、STV がイギリスの選挙制度としては退けられた 59）のと同じ
時期に、STV は一つの成功をおさめている。英帝国内自治領アイルラン
ド自由国の選挙制度として採用されたのである。イギリス本国で、アイ
ルランドへの比例代表制導入が検討されたことがあることは、前に述べ
たところだが、アイルランドへの STV の本格的紹介は、1911 年、比例
代表制協会のコートニーがダブリンを訪れたことによる。コートニーは、
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プロテスタント少数派の代表を確保する方法として STV を紹介したのだ
が、これは、独立国家樹立を目指すシン・フェイン党のアーサー・グリフィ
スに受け入れられた。宗教的亀裂を緩和し、アイルランド人としての一
体感を醸成するために、役立つものだったからである。カトリック・ナショ
ナリスト、プロテスタント双方から多くの支持者を集めて、アイルラン
ドの比例代表制協会が設立されたのである 60）。
アイルランド議会選挙への比例代表制の採用は、まず、1914 年のアイ
ルランド自治法で決定された。その後の独立戦争を経て、1921 年に結ば
れたイギリス―アイルランド条約にも比例代表制の採用は盛り込まれ、
1922 年のアイルランド自由国憲法でも規定されたのである。アイルラン
ドで比例代表制といえば STV である。STV 以外の比例代表制が討議され
なかったのは、それらの存在が知られていなかったからだと言われてい
る 61）。アイルランドはその後 1938 年に新憲法を成立させ、独立国家になっ
たが、その後も STV は維持され、現在に至っている。

６

おわりに

「小選挙区制の国」イギリスには、19 世紀以来、比例代表制運動が存
在していた。イギリスにおける比例代表制運動は、同時代にヨーロッパ
諸国で採用され始めた名簿式とは異なる比例代表制である STV を核とし
て展開された。STV は、少数派の代表の確保、政党支配への抵抗、個人
の尊重を目指して考案された選挙制度（ヘアの比例代表制 ) を基に発展
したものである。STV は、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけては、小選
挙区制の代替案として一時的に脚光を浴びた。しかし、STV の導入を求
める比例代表制運動は結局挫折し、イギリスは現在も、小選挙区制、そ
して小選挙区制が導くとされる二大政党制の国であり続けている。
イギリスにおける比例代表制運動を考える際、二つのポイントがある。
すなわち、イギリスで比例代表制が採用されず、小選挙区制が維持され
たのはなぜか、という点と、イギリスの比例代表制が、STV であるのは
なぜか、という点である。
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まず、第１点については、様々な要因が挙げられるだろうが、本稿で
触れた範囲で言えば、まず、イギリスにおける代表制や選挙の概念の問
題を挙げることができる。議員は、地域の代表であるという古典的な概
念は有力な政治家の間に根強かったので、選挙区の規模が大きくなり地
域との関係が弱まりがちな比例代表制への違和感は大きかった。また、
選挙は政府を選ぶものであるという立場は、有権者が政権へのイエス・
ノーを明快に表現できる小選挙区制を支持するものであった。さらに、
少数派の代表を確保するという比例代表制の主張は、２つの観点から批
判された。すなわち、少数派保護とは、特権階級保護を狙ったものであ
るという批判と、多党化し議会が混乱する、という批判である。小選挙
区制には、得票率と議席率の乖離が甚だしくなるという欠陥があるにせ
よ、二大政党の政権交代による安定した政治を実現しているのだから、
新奇な比例代表という制度に変える必要はない、ということになろう。
他方で、政党間の政治的駆け引きという面も指摘することができる。
すなわち、20 世紀初頭、労働党という新しい勢力が台頭し、19 世紀の二
大政党制の基盤が揺らいだ時代、比例代表制という新しい制度が自党に
とって有利かどうかという党利党略が強く働き、その中で比例代表制は
葬り去られてしまったのである。
第２点に関しては、STV の基礎がイギリスで考案され、時代を代表す
る知識人ミルの支持によって広まったことを指摘しなくはならない。ミ
ルは、少数派や個人を尊重する選挙制度が自らの理想を実現する方法で
あると信じた。比例代表制運動を長らく率いたコートニーは、ミルの最
後の弟子であると言われる人物である 62）。また、選挙を個人と個人の戦
いと捉えるイギリス人の古典的な選挙観 63）をあげることもできる。STV
は個人に投票する制度である。この点では、STV は小選挙区制と変わらず、
政党が前面に押し出される名簿式に比べて違和感がなかったであろう。
しかも、有権者が支持政党の線に従って投票するとすれば、比例代表制
に付き物の政党の拡散化も防げる上に、比例性も高まる。同時に、少数
意見を汲み上げることで、社会の亀裂を防ぐことができる。ひいては政
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治の安定も期待できる。初期のヘアの案はともかくとして、STV で想定
される選挙区が比較的小さいものだったことも、イギリス人には受け入
れやすかったと思われる。STV はイギリス政治・政治思想の伝統から外
れたものではないのである。
ちなみに、ジェンキンズ委員会が選挙制度の検討を行うに際して、考
慮するべき要素とされていたことは 4 点あった。広範な比例性、安定し
た政府を作ること、有権者の選択肢を拡大すること、議員と地理的選挙
区の結びつきの維持である 64）。これらは、相互に矛盾することもある要
素であるが、STV は、これらを同時に成り立たせうるもののように思わ
れる。
では、なぜ STV は採用されなかったのか。比例代表制全般への批判に
加え、STV が個人を尊重し、政党の支配力を嫌うものであったという点が、
有力な政治家が STV に理解を示さなかった理由の一つであるといえる。
STV が、19 世紀以来の中産階級急進主義のエリート主義的な色合いを帯
びていたことも、ロイド・ジョージやマクドナルドら大衆的な基盤を持
つ政治家に、警戒された原因であろう。さらに複雑さ、難解さは、いつ
でも多くの人々を STV から遠ざける要素であった。ジェンキンズ委員会
が STV を退けた理由も、このあたりにあったようである。ジェンキンズ
委員会は、STV のメリットを強調しつつ、それがアイルランドという小
国で成功しているとしても、イギリスへの適応は難しい、開票作業が複
雑で時間がかかる 65）、等の理由をあげ、STV の採用を勧告することはで
きない、と結論しているのである。ジェンキンズ委員会が勧告した混合
型の選挙制度―制限付付加議員制 limited AMS ないしは択一投票・補充
制 AV Top-Up ―は、定数１の小選挙区を維持した上で、択一投票や比例
代表の限定的採用で、比例性が高まることを期待するという、妥協の産
物というべきものである。選挙結果の不合理・不公正はあったとしても、
小選挙区制に基づく二大政党制が、機能し、比較的安定した社会を実現
してきたわけだから、大きく制度を変える必要はないとする人々が多い
のは当然かもしれない。ブレア政権の公約の一つであった、選挙制度を
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問う国民投票は、まだ行われていない。
しかし、21 世紀を迎えた今、社会はますます多元化し、二つの政党だ
けで国民の多様なニーズを掬い上げるのは困難になっている。イギリス
も、何らかの比例代表的な要素をとりいれ、多党化を容認するべき時代
になっているのかもしれない。二大政党制にあこがれ、小選挙区制を採
用した日本人は、イギリスにおいて小選挙区制への批判が、長年にわたっ
て、比例代表制運動という形で存在していることを知るべきであろう。
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