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　2015年5月8日、前日7日に行われたイギリス総
選挙の結果が最終的に判明した。5年ぶりに行わ
れた総選挙は、投票当日に至るまで、2大政党で
ある保守党と労働党が、各種世論調査によっても
ほとんど同率に近い支持率で、横一線の状態で
あった。
　The Economist誌は、5月第1週 号の表 紙に
亀裂の入った人面を掲げた。顔の右半面は現政
権の首相で保守党党首のキャメロンの顔であり、
左半面は労働党党首ミリバンドの顔であった。この
合成写真が物語るように、イギリスのメディアにとっ
ても、保守・労働、両党の勢力は五分五分でどち
らが勝つか予測できないというのが本当のところ
だったといえる。2年前に行われた地方議会選挙
では労働党が圧勝しており、その勢いによって1年
前までは総選挙があれば間違いなく労働党が第
一党になると信じられていた。しかし、今年に入っ
て保守党が盛り返し、両党支持率が拮抗するに
いたった。投票日直前の5月5日のThe Guardian
紙は議席予想で、保守党274、労働党270、スコッ
トランド民族党(SNP)54、自由民主党（LDP）27、
イギリス独立党(UKIP) 3という数字を挙げ、保守
党やや有利とはいえ僅差でどちらも過半数を得ら

れず、Hang Parliament（宙ぶらりんの国会）に
なる。すでに有権者の関心は、いかなる形で新政
府が構成されるか、連立交渉の行方に移っている
と伝えていた。しかし、フタを開けてみれば、大方の
予想を覆して保守党が650議席のうち331議席を
占め単独過半数を獲得、キャメロン政権の続投が
決定したのである。

キャメロン勝利のイギリスと苦悩するEU
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保守党勝利の要因
　この予想外の保守党勝利には、いくつかの要
因があったと考えられる。
　第1には、大背景として、この間イギリス経済が

比較的良好なパフォーマンスを示し景気も好調
だった点である。前の労働党政権の時期にはリー
マンショック・金融危機の影響を受けて財政赤字

表　2015 年英国総選挙の政党別議席獲得数
議席

獲得 増 減 維持

労働党 232 23 49 209

保守党 331 37 10 294

自由民主党 8 0 49 8

英国独立党（UKIP） 1 0 1 1

グリーン 1 0 1 1

スコットランド民族党（SNP） 56 50 0 6

ウェールズ党 3 0 0 3

民主統一党 (DUP) 8 1 1 7

シン・フェイン党 4 0 1 4

その他 6 2 2 4

出所：プレス・アソシエーション（ＰＡ）、ＢＢＣ 
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も急増していたが、EU経済が全体として停滞する
なか、キャメロン政権下のイギリスは赤字を3割以
上減らすことに成功していた。2014年のGDP成
長率は先進7カ国で最高の2.8％を記録、失業率
は政権発足時2010年の約8％から2015年に入っ
て6％を下回る水準にまで改善されていた。周知の
ように、EU主要国の中で、イギリスのみは単一通
貨ユーロに加盟せず自国通貨ポンドに固執してき
た。結果的にはそのおかげで、本稿後半で取り上
げるユーロ圏の危機から直接的な被害を受けず
に済んだといえよう。選挙戦の過程でもキャメロン
は経済政策の成果を語ることができたし、選挙民
が保守党の相対的に安定した経済運営の持続を
期待したとしても不思議ではなかったといえよう。
　第2に、EUの中でイギリスが占める特異な位置
の問題がある。繰り返すが、イギリスはEU内の主
要大国でありながら、単一通貨ユーロを採用せ
ず、いわゆる「ユーロ圏」に対して距離を置いて
おり、通貨としてはポンドを守り続けている。また、
域内で国境を取り払いビザなしでヒトの移動を可
能にするべくEU諸国が締結した「シェンゲン協定

（1985）」にも加わっていない。イギリスは国家主
権を少しでも損ねることには強い反発があり、政治
的統合を強化しようとするEUへの不信感がある
のだ。
　また、EU財政における最大の基金分担国であ
りながら、それに見合った利益が得られているの
か、多額の分担金を払ってなぜギリシャ、イタリア、

ポルトガル、スペインといった国々を助けねばならな
いのかといった不満がある。さらには、近年増大す
る難民・不法移民などがひとたびEU域内に入っ
てから大量にイギリスへ流入してくる。これによって
イギリス人の雇用が奪われ、しかもイギリスの社会
福祉が食いつぶされているという意識がある。こう
して庶民の根強い反EU意識があり、EUからの
脱退を望む声が高まっている。ある意味でキャメロ
ン政権は、国民投票でEU脱退の賛否を問うこと
を公約せざるを得ないところまで追い込まれてい
たといえよう。
　しかし、キャメロンは今回の選挙ではこれを逆手
にとって、保守党が過半数を獲得して勝利し政権
を維持できれば国民投票を前倒しして2年以内に
実施するとして世論を尊重する姿勢を示し、EU
脱退を望む国民を保守党支持に誘導する戦略を
とったのである。
　ここでつけ加えておけば、キャメロン首相自身
はEU脱退を考えているのではなく、むしろ国民世
論・国民投票の動きをバックにEUとの交渉を有
利に展開し、分担金の減額や移民に対する社会
保障適用制限などEUから譲歩を引き出したうえ
で国民投票を実施してEUへの残留という結論
へ導こうという手の込んだ戦略を描いているのだ。

「EU加盟継続を問う国民投票の2017年末まで
の実施」という公約の文言にも、キャメロンの本音
が込められているといえそうだ。

　さて、今回の選挙をめぐる第3の事情として、イギ
リス政治の伝統とされてきた二大政党制にほころ
びが出たことを挙げておかねばならない。
　一つは「イギリス独立党」（UKIP）の台頭であ
る。UKIPは1993年に結成されたまだ新しい政党
であるが、すでにふれたイギリスとEUとの関係を
踏まえて、EU脱退、移民受け入れ反対という端
的なスローガンを掲げて、急速に支持率を伸ばし
てきた。周知のようにイギリスは典型的な小選挙
区制なので、当該選挙区の中で最多得票をしな
い限り議席獲得には結びつかない。こうした事情

でUKIPはわずかに1議席を獲得したにすぎない
が、全英での政党別得票率では12％を占めた。従
来、保守第2党というべき「自由民主党」（LDP）
が保守党と連立を組むという形であったが、LDP
が政党としての明確な路線を示し得ず、魅力を
失っているときに、EU脱退・移民反対という分か
りやすいシンプルな主張を掲げてUKIPが登場し
たのだ。このシングルイシュー政党登場のインパクト
は強烈であり、この数年の間に地方選挙で大幅
に議席を伸ばし、いまや国政選挙に挑戦するに
至ったのである。

イギリスも多党化
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　UKIPの登場によって、LDP支持層の多くが
UKIPに流れ、LDPは大きく議席を減らしたので
ある。
　イギリスにおける多党化のもう一つの柱は「スコッ
トランド民族党（SNP)」の台頭である。歴史的に
いえば、スコットランド王国が18世紀に武力でイン
グランド王国に敗北してイギリス（連合王国UK）の
一部になったのであり、スコットランド住民の間には
反骨精神が脈々として受け継がれ、イングランド中
心の政治に対する反感がくすぶっていたのだ。19
世紀末、一介の鉱山労働者から身を起こし、イギ
リスで初めての労働者政党である「独立労働党」

を立ち上げ、階級社会の色濃いイギリスで初の労
働者議員となったケア・ハーディを象徴的存在とし
て、20世紀を通じてスコットランドは数多くのユニオ
ンリーダーを輩出してきたし、選挙においては強固
な労働党の地盤であった。今回の選挙に至るま
では、スコットランドに割り当てられた59の小選挙
区のほとんどを労働党候補が占めていた。しかる
に今回は、一転して56議席をスコットランド民族党
SNPが占める大躍進を遂げたのであり、それまで
スコットランドで41議席を持っていた労働党はわず
かに1議席へと転落することになったのである。

　SNPは1934年に結党され、それなりに長い歴
史を持つが、ようやく1970年に初めて英下院での
議席を獲得、2007年からはスコットランド自治政府
を率いる立場に立っていた。
　振り返ってみれば、1970年代にスコットランドの
沖合で北海油田が開発され、イギリスが産油国と
なり、膨大な富を生み出すにおよんで、北辺の1
地方とされているスコットランドでは自分たちスコッ
ツのものであるべき油田開発の果実がイングランド
そして中央政府によって搾取されているのではな
いかという意識が生じ、地方再生・地方主権への
意欲を覚醒させたのであった。しかもサッチャー保
守党政権（1979 ～ 1990）の時代、サッチャーの
産業合理化政策によってスコットランドの重要産業
である炭鉱の多くが閉鎖に追い込まれ、失業者が
巷にあふれた。炭鉱業はまさに古典的な労働者
階級の存在基盤であり、長年にわたる労働党の
基盤でもあった。反サッチャー、反保守党、反イング
ランド、反中央政界の感情は根強く定着している。
一方で労働党は、トニー・ブレア、ゴードン・ブラウン
の時期に「中道化」の道をたどったのであり、SNP
は地域政党として、労働者意識を代弁する政党
として、2重の意味で存在感を増してきたのであっ
た。
　長年にわたって単なる「夢」として語られてきた

「スコットランド独立」が人々の意識の中で次第に
現実味を帯び、2014年9月にはキャメロン政権の

承認のもとにスコットランド独立の賛否を問う住民
投票が実行されるまでになったのである。最終的
には「独立した場合、スコットランドだけで政治・経
済が成り立つのか」という現実論や「大英帝国の
一角」としての帰属感が作用して、否決されたが、
独立賛成44.7％、反対55.3％と中央政界の心胆
を寒からしめる結果であったし、投票率は84.6％と
イギリスでの投票行動としては想像を超える高さを
記録した。スコットランド全体を巻き込んだこの政治
的熱狂はその後も続いており、SNPの党首であり
スコットランド自治政府の首相でもあるニコラ・スター
ジョンは一躍ときの人となり、スコットランドだけでな
くイギリス全体で支持者を増加させている。
　SNPは今回選挙のマニフェストで、①政府の緊
縮政策の見直し（政府支出増加による産業・経
済の活性化・雇用創出）、②庶民の手が届く住宅
供給、③最低賃金の引き上げ、④医療サービス、
国民保健サービス（NHS)の支出拡大、などを掲げ
た。EU加盟についてはその継続を強く主張した
が、他方ではイギリス唯一の核戦力でありスコットラ
ンドに基地を持つ原子力潜水艦のための基地提
供を拒否するとの態度を表明したのであった。
　スコットランド独立を問う住民投票に成功しな
かったとはいえ、今回の選挙で一躍保守党、労働
党に次ぐ第3党にまで躍り出たSNPは、今後その
力をもって中央政府からより大きな地方自治権、
自主決定権を勝ち取ろうとすることは明白であり、

スコットランド民族党の躍進
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揺れるユーロ圏

今後もイギリス政界の台風の目であり続けることは
間違いない。
　この項を締めくくるにあたって触れておけば、す
でに総選挙前の1月段階で、キャメロン首相がス
タージョン自治政府首相に、①所得税率をスコット
ランドで独自に決定する権限、②スコットランド議会
選挙の投票権を16歳の若者にまで付与する、な
どの項目を盛り込んだ法律案を提示して、保守党
政権への協力を要請したとも伝えられている。
　単独過半数を占めて初招集した議会下院で、
キャメロン首相は「国を一つにまとめられる政府を
作る」ことを宣言し、地方経済の活性化と地方へ
の分権化を推進すると述べた。
　「連合王国（UK)のすべての地域経済を機能

させることが我々の課題だ」「ウェールズ地方や北
アイルランドで合意された分権化を実施して、スコッ
トランドでは世界で最も強力な自治政府を作る」と
約束したのである。
　この項では、かなりの紙幅を割いてイギリス独立
党UKIPやスコットランド民族党SNPの動きについ
て触れてきた。これは当然のことながらイギリス独
自の政治風土の中で生じている問題であるが、そ
れらが包含している本質的問題群は、今揺れ続
けているEU諸国の中にも明瞭に表れている。次
項ではEU全体に視野を広げて、現状を検討しよ
う。

　EUは苦悩し続けている。いまやEUは28カ国
にまで拡大したが、単一通貨ユーロが適用される
のは19カ国のいわゆる「ユーロ圏」である。すなわ
ち、ユーロ適用になじまぬ経済力の弱い諸国をも
包含しているわけだ。しかも、元来ユーロ適用の条
件は、各国が自国GNP比3％以内に財政赤字を
コントロールするところにあったのだが、実際には主
要国のほとんどがこの条件を満たし得ていないの
が現状である。
　2007年、アメリカに端を発した「リーマンショック」
を境に、景気の低迷と財政赤字、債務の累積によ
る金融危機に見舞われ続け、EUはいまだにデフ
レ経済と金融危機の悪夢から脱出できずにいる
のだ。主として南欧諸国、ギリシャ、ポルトガル、イタ
リア、スペインなどが問題になってきたが、中でもギ
リシャはEU債務・金融危機の発火点とみられて
いる。債務危機、国家破綻を回避するためには、
当然各国が緊縮政策をとり、財政の健全化を図
る必要があるわけで、ユーロ圏諸国に対してはEU
委員会が強力にその実施を指令している。
　リーマンショック以後のヨーロッパを見渡すと、各
国が緊縮政策に努めているのだが、自発的に行
うにせよ、EUからの援助を得るために強制された
ものであるにせよ、この政策の実行は、結果的に
政府支出の減少、景気の悪化、失業の増加をも

たらし、結果として社会問題を生んでしまうという
サイクルを繰り返すことになる。たとえば、2012年
11月にはスペイン、ギリシャ、イタリアをはじめとして、
EUの23カ国で数十万人規模の緊縮政策への
抗議集会と街頭デモが行われ、スペインでは2度
にわたってゼネストが実施された。当時失業率は
ユーロ圏全体で11.6％、ギリシャ、スペインではとも
に25％、特に若者の失業率は深刻で、両国ともに
55％以上に達していた。こうした状況のもとで緊縮
政策を続けるためには、大統領や首相が自らの辞
任・退陣を条件に、いわば首と引き換えに国民か
ら緊縮政策への協力を取り付けるという形になり、
スペインではサパテロからラホイへ、イタリアではベ
ルルスコーニからモンティへと首脳の交代が続い
たのであった。この間ヨーロッパを率いてきたのはド
イツのメルケル首相とフランスのサルコジ大統領で
「メルコジ体制」とも呼ばれたが、このような緊縮
政策の在り方に民衆が耐えられないという限界が
来ていたといえよう。フランスでは2012年の大統領
選挙でサルコジが敗北し、5年ぶりに社会党のオラ
ンドが大統領に就任した。オランド大統領は、生活
改善のために緊縮政策からの離脱、経済成長政
策の導入を掲げて勝利したのであり、これが転換
点となって、その後のEUは緊縮だけでなく財政再
建と経済成長との両立という困難な課題を追求
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することを余儀なくされることになったといえる。
　いずれにしても、ユーロによって通貨は統一し
たものの、そのユーロ圏に金融・通貨の監視・監
督・調整の機構がない、各国財政を調整する機
構がないというのがユーロ圏最大の問題であった
が、その後EU全体として赤字国支援のシステム
改革も進行した。二つの柱があり、一つは、赤字国
の救済基金と言われたESM（ヨーロッパ安定メカ
ニズム）がヨーロッパIMFとして恒久化され各国間
の赤字調整がある程度は可能になったこと。いま
一つは「銀行同盟」であり、ユーロ圏600におよぶ
銀行をカバーして、各国の銀行監督を欧州中央
銀行（ECB)に一元化するというものであった。こ
のようなシステム改革の効果もあって、2013年に
はユーロ圏の金融危機は回避され、ユーロ圏経済
は小康を保つかに見えた。しかし、ドイツを除いて
は産業競争力の低下とデフレ状態を根本的に解
決しえぬ各国は、緊縮政策と経済刺激策の間で
揺れ続けることになった。とりわけギリシャは2015
年に入って再びデフォルトの危機に見舞われて
おり、しかも今回さらに問題を難しくしているのは、
1月に行われた選挙で緊縮政策からの離脱を掲
げる「急進左派連合」（SYRIZA）が勝利してチ
プラス新政権が誕生したことである。チプラス政権
は、その誕生のいきさつからしても国民に約束した
雇用と生活の改善を反故にすることはできない。
一方で6月だけをとってもギリシャはIMFに合計16
億ユーロ（約2100億円）を返済せねばならない。
デフォルトを回避するためにチプラス政権は72億
ユーロの追加支援を受けたいとしているが、EU諸
国や金融機関代表などで構成する債権団が要求
する年金支給額のカットや公務員給与の引き下げ

などを含む構造改革には頑強に抵抗している。今
まさにギリギリの交渉が進行中なのだ。
　フランスでは、国民の多数に歓迎されて出発し
たオランド政権が、丸1年たっても景気浮揚に成功
せず、緊縮政策も捨てきれずに、雇用と生活状態
悪化に悩む国民から「公約の裏切りだ」として一
斉に非難を浴びることになった。その後はしばしば
オランド政権批判の集会やデモが繰り返され、第5
共和政発足以来「もっとも不人気な大統領」との
評価が定着している。当選時に約10％であった失
業率も改善せず、これが改善しない限り2017年に
予定されている次期大統領選挙への立候補も断
念せざるを得ないとみられている。
　こうした状況の下で注目されるのがフランスに
おける極右政党「国民戦線（ナショナルフロント）
NF」の台頭である。1972年創立の弱小政党で
あったNFが、フランス経済の悪化、失業者急増
を背景に支持を拡大している。2013年10月の世
論調査では、サルコジ前大統領の政治母体であ
る「国民運動連合UNP」22％、オランド現大統領
の母体である「社会党」19％を抜いて24％の支持
を得るまでになり、現に2014年3月の統一地方選
挙では14の自治体で第1党の座を確保、直後5月
のEU議会フランス選出議員の選挙では国民の
約25％の得票で24議席を占めるに至った。NFは
フランス至上主義を掲げて黒人やイスラム系移民
の排斥を唱え、選挙公約には①移民の制限、②
伝統的な生活様式の保全、とりわけ農民の尊重、
などを挙げている。NFの党勢拡大は、経済の停
滞と失業の増大、EU圏への難民・移民の大量
流入に対する国民の不安などを掬い取ることによ
るといってよいだろう。

ドイツも変わるか

　実は、こうした動きはEUのなかで唯一繁栄を誇
るドイツにもみられるのだ。周知のように、ドイツは高
い技術力と勤勉な労働者、ドイツにとっては割安
に設定された単一通貨ユーロなどの条件が相まっ
て、圧倒的な産業競争力と輸出拡大によって、
低迷するEU経済の中にあって「ドイツ独り勝ち」
の状態にあるといってよい。この間欧州全体を率

いてきたメルケル首相（キリスト教民主・社会同盟
CDU/CSU)は2013年秋の総選挙でも圧勝し、
続投3期目に入った。ドイツは嫌でも南欧諸国支援
の中心的役割を担うことになるが、メルケルはドイ
ツ国内で国民に緊縮政策に協力することを要請
し続けるとともに、支援対象となる諸国にも緊縮に
よる自己責任、自律的構造改革を迫り続けている
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のである。こうしたなか、ドイツ国内にも一定の変化
が起こりつつあるようだ。
　メルケル与党が圧勝した選挙で、もう一つ注目
されたのは新党「ドイツのための選択肢」（AfD）
が予想を上回る得票を得たことであった。AfDは
2013年2月に結成されたばかりの新党であるが、
ギリシャなど南欧諸国のユーロ圏からの離脱を迫
ることで「秩序あるユーロ圏の解体」を公約してい
た。さらにはユーロ廃止とドイツマルクの再導入まで
を展望しており、強いドイツの孤高を目指すものと
いえる。
　ドイツの選挙にはいわゆる「5％条項」があり、得
票率5％に満たない政党は1議席も持つことができ
ないというルールがある。AfDは4.7％の得票なの
で議席獲得はならなかったが、ドイツのメディアはこ
の結果に驚きを隠さなかった。しかもAfDは旧東
独地域では5.8％の高い得票率を示していたので
ある。ちなみに、この選挙で、ドイツにとっては由緒

ある保守の「自由党」が4.8％の得票にとどまり5％
条項を満たすことができず、議席ゼロに転落するこ
とになったのであった。
　ドイツには従来から排外主義で人種差別を公
言する極右のネオナチなどが存在し、近年難民や
移民の受け入れに反対する街頭行動を強めてい
る。AfDはこれらとは一線を画しているが移民受
け入れには受け入れ条件の厳格化を表明してい
る。
　いずれにしても長期化するEU不況・金融危機
という状況の下で最大の支援拠出国ドイツでは、
国民の苛立ちが高まっており、しかも移民・外国
人労働者によって職を奪われつつあるという現実
もあり、こうした不満・不安がAfDの台頭をもたらし
ているといえる。AfDは地方議会の選挙において
も住民の支持を獲得しつつあり、今後もドイツの政
治動向に一定の影響を与える存在となる可能性
があるだろう。

　本稿では、前半でイギリス総選挙の結果と、保
守党過半数獲得の要因に触れ、後半ではEU経
済の現状と主要国であるドイツ、フランスを巡る政
治・経済状況を俯瞰してきた。
　考えてみればグローバル化する政治経済の荒
波に翻弄され、生きるために故郷を捨てて移動す
る難民・移民、膨大な人の流れに浸されてユーロ
圏やイギリスなどは社会・経済の足元から揺さぶら
れているといえる。この動きは止めようがない。この
現実に直面して、各国内部での大きな変化が進
行しており、新たな政治勢力、新たな権力分布さえ
生まれつつある。
　さらに各国社会の深部からは、地方主権・自己
決定権を主張する地域に根差した運動があり、す
でに見たスコットランドや、本稿では触れる余裕の
なかったスペイン・カタルーニャ州のスペイン国家
からの離脱・独立を表明する自主住民投票など、
ヨーロッパ社会には期せずして軌を一にする民衆
の政治参加の足音が響いている。
　グローバリズムの波に洗われる現代国家と市民
社会の軋轢の中からいかなる歴史が紡ぎだされる

のか、ヨーロッパ世界は、まだまだ我々の関心をとら
えて離さぬ実験の場であり続けるようだ。
　
　この稿で予定しながら取り上げるべき紙幅を持てな

かった難民・移民問題について付言しておけば、中東

や北アフリカの政情不安と貧困を背景に難民が急増し

ている。2015年に入って5月までに3万6000人がイタリ

アへ、その他を合わせると既に6万人がヨーロッパに到

着している（国連難民高等弁務官事務所（読売新聞

2015年５月15日））。さらに渡航を待つ難民が20万人は

いるといわれている（BBC EveningNews 2015年５月

18日）。EU委員会は「負担公平」の観点から、経済規

模、失業率、過去の受け入れ実績などを考慮しながら、

今後2年間で2万人の難民受け入れを加盟各国に割

り当てる「難民割当制度」を発表したが、ただちにイギリ

スをはじめとしてこれに反発する国が現れている。また

EUの外相および国防相の合同理事会は、密航船の

捕獲・破壊を実施する構えであり、「人道的見地」と「社

会・経済的負担」との二律背反の狭間で、ここでもEU

は苦悩を続けているといわねばならない。

（2015年6月8日脱稿）


