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リブ＝ラブ論の展開

佐喜真望

はじめに

筆者は，先に，トマスーライトを手がかりとして形成期のリプーラブの論理

を考察し，リブーラブ主義者達は政治的には中産階級の急進主義者の知的ヘゲ

モニー下に置かれていたが，労使関係においては労働者としての階級的自覚を

失わず独自のアイデンティティーを保ち続けていたとして，リブーラブの二重

性論を提唱した('１.この主張は今でも基本的に正しいと考えているが，同時に

前稿においては未解明に終わった重要な問題がいくつか存在したことも認めざ

るを得ない。

まず，第一に，しばしば労働貴族のイデオローグとして論じられてきたとは

いえ，ライト自身の経歴，そして，労働貴族の具体的な政治運動との，関わり

は全く不明である。したがって，リブーラブの二重性が，現実の政治・労働運

動で大きな役割を演じたと説得力を持って主張するためにはトマス・パート

(ThomasBurt），ヘンリー・ブロードハスト（HenryBroadhurst），ジョー

ジ・ハウエル（GeorgeHowell）ら実際に労働者出身の国会議員として活躍し

た人物たちの政治的主張についても検討し，似たような傾向が見られるかどう

かを検証する必要がある(２１．

第二に，ライトが論じているのは，主として，1860年代後期から1870年代前

期，すなわち，狭い意味でのリブ＝ラブ主義が本格的に展開する以前の時期で

ある。そのため，1880年代の政治情勢をリブ＝ラブ主義者がどのように分析し

ていたのか，また，1880年代の末以降，次第に強まっていく労働者の独立した

政治行動を求める動きにどう反論したのか，さらに，彼らの主張はどのような

点で，その後の政治，労使関係の実態とずれを生じていったのかといった諸点

については全く触れられていない。しかし，これらの諸点がリブーラプ主義の
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理解にとってきわめて重要であることは言うまでもない。

近年，リブーラプ主義に対する関心が高まり，その積極的意義が評価されつ

つある(3)。また，こうした研究の進展の中で，リブ＝ラブ派の指導者で唯一，

本格的な著書を著し，それ以外にも活発な執筆活動をおこなったハウエル以外

にも，パート，ブロードハストなどが1880年代以降，折にふれて，『コンテン

ポラリーレピュー（ContemporaryReview）』『フォートナイトリーレピュー

(FortnightlyReview）』『ナインティーンスセンチュリー（Nineteenth

Century)』などの雑誌に寄稿し，当時の政治情勢及びその労働者との関わり

について興味深い分析を行っていることが明らかになったのである。したがっ

て，本稿では，パートとブロードハストの当該論文とハウエルがいわゆる新組

合主義者を批判する目的で出版した著書『労ｌｉｉｌ組合その昔と今（TradeUnionism

NewandOld）』，ハウエルコレクション中の関連論文を手がかりとして188

0年代以降のリプーラブ論の展開を考察することにしたい仏)。

（１）

1880年の総選挙は，自由党の圧勝に終わり，第二次グラッドストン内閣が，

急進主義者たちの大きな期待を担って成立した。しかし，良く知られているよ

うにこの内閣は，様々な難問に直面し，期待されたほどの成果を挙げることは

できなかった。そうした問題の中でも，アイルランド問題は，最も深刻なもの

の一つであった。パーネル（C、SParnell）に率いられたアイルランド国民

党は，自らの目標である自治を実現する手段として，議事の進行の妨害をくり

返したのである。1874年の総選挙において，パートは，アイルランドの自治に

賛成であると明言し，パーネルらの主張に理解を示していた(５１゜しかし，同時

に，彼のグラヅドストンと自由党，そして，議会の伝統に対する信頼の深いも

のであった。アイルランドをめぐる当時の状況について，自らの立場を表明し

なければならなくなった時，パートは，果たして，どちらの側に立ったのであ

ろうか。

1881年，パートは「ナインティーンスセンチュリー』に「労働者と政治状況

(WorkingMenandthePoliticalSituation）」という題名の論文を発表し，

当時のアイルランドの民族主義運動の傾向について，自らの見解を表明した(6)。
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そこに，表明されているのは，当時の自由党に対する深い信頼と，政治的要求

については，議会外の運動を議会内の活動に従属させようとする姿勢であった。

アイルランドの民主主義者達が，同時期にイングランドの労働者の支持を集め

ようとして展開した運動について，パートは基本的に失敗であったと見なして

いる。「このアジテーション［反強制法連盟（Anti-CoercionLeague）の活

動のこと］は，成功したとは言い難い。私が思うに，…誰も，イングランドの

職人，労働者の多数，あるいは，彼らのかなりの数が，アイルランド土地連盟

(IrishLandLeague）のメンバーになったり，議会内のアイルランド自治論

者中の活動的なメンバーが採用した政策を積極的に支持するようになった，な

どと敢えて主張することはできないであろう…」一方，自由党政府,特にグラッ

ドストンについては，以下のように全幅の信頼を寄せている。「強力な自由党

政府は政権を引き継いだばかりであった。また，労働者達は，強制は好まなかっ

たが，この政府に対しては絶大（verygreat）な信頼を寄せてきた。この内閣

には，永きにわたり，勇敢に闘い，偉大な民衆の勝利を勝ち取ってきた人達が

いる。この政府の長は，それ以前のいかなる政治家よりも，民衆の心と想像力

をしっかりと把握したヴェテランの政治家である。政府に対しては，ほとんど

無限と言ってよい程の信頼が存在し，そうした信頼が一日にして揺らいだり，

覆ったりすることはない」

それ故，パートは，アイルランド人達の運動が期待したほどの成果を収めな

かった主な理由は，彼らが，性急な政府批判を行い，イングランドの労働者達

の反発を買ったことにある，と考えた。「…最初，労働者達はアイルランドの

農民及び借地農達に全面的に共感していた。しかし，連盟の集会で発せられた

演説の報告は，そうした共感をすっかり消滅させたとまではいかないにしても，

弱める傾向のものだった。…演説者達が，自由党政府を激しく罵り，しばしば，

その指導者達の何人かを名指しで攻撃したという報告がなされた。政府が不完

全ながらも，土地改革の問題に取り組んできたことを率直に認める言葉は一言

もなかった。…農民達は，下院［の構成］がどうなろうと，どの党が政権につ

こうと，問題の是正，改善を期待しても，その望みは全くないと教えられた」

もちろん，パートの，自由党政府のアイルランド政府に対する評価は，アイ
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ルランド民族主義者のそれとは正反対のものであり，彼らの功績が強調され，

それ故にアイルランド民族主義者の運動針に対する批判は一層強められる。

「しかし，アイルランドに対して好意的なことで知られ，しかも，そうした好

意をただちに証明してみせた自由党政府が政権につくや否や，この政府に反対

する激しい暴力的なアジテーションが始まり，全アイルランドで，最大限の熱

意を込めて展開された。…この種の運動に対する考慮が，［アイルランド人の］

確固たる友であったと思われる多くのイングランド人達を追い詰め，恐らくは，

全面的に敵対させることになったことについてはいささかの疑う余地もない。

たとえ，アイルランドでは，アジテーションが土地連盟の支持者へと転向する

人々を生み出したとしても，それは，確実に，多くのイングランド人を怒らせ，

疎外した」

すでに述べたように，パートは，アイルランド自治に，早くから賛成してお

り，土地問題についても，借地農の立場に同情的だった。それにもかかわらず，

彼がアイルランドの民族主義者たちを激しく攻撃したのには，それなりの理由

があった。パートは，階級と議会政治との関わりについて，独自の見解を持っ

ていたのである。すなわち，彼は階級の存在を認めてはいた。しかし，彼は，

各階級の議論とその結果としての合意を目指す議会政治においては階級的な主

張をあまり前面に押し出すべきではないと信じていた。「最初のアジテーショ

ンのもう一つの誤りは，あまりにも狭隙，かつ，排地的な階級に基礎を置きす

ぎたことにある。…私は，階級としての呼びかけを行うことが全く不適切だと

言うのではない。しかし，階級を強調し，運動の基礎を階級に置くのは大きな

誤りである」

これに，関連して，パートは，労働組合がアイルランド土地連盟との類比で

捉えられることに激しく反発した。「…労働組合とアイルランド土地連盟の間

には，疑いなく，いくらかの類似性がある。どちらも，同じように，階級の向

上と，働くものが自らの勤勉の成果を得られるようにすることを目指している。

目的を実現する手段についてもいささか似たところがある。…しかし，比較は

ここまでだ。責任ある，認められた労働組合の指導者達は，メンバーに，常に

法に従うように言ってきた。彼らは，契約違反を支持したことはない。彼らは，
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一面的で不公平であっても契約を守り，不当なものだと知っていても法律を守

ることを勧めてきた。彼らは自分たちの結社の力を法律と契約を変え，修正す

るために用いてきた。…最も成功した労働組合のリーダー達は，興奮と社会革

命の時期を通じて，メンバーの感情に火をつけ，彼らの怒りをかきたてるより

も，メンバーを組織化し，彼らを指導＝教育し，自制と穏健化を勧めることを

主要な任務としてきた」

こうして，パートは，労働者階級のリーダーとしての自覚を持ち続けながら

も，議会とグラッドストン指導下の自由党を深く信頼し，改革は，基本的に彼

らとの協力によって実現され，議会外の運動はそれを支える補助的な役割を果

たすものと見なしたのである。これは，リブーラブの二重性そのものであると

言えよう。そして，以下に見るように，ブロードハストにおいても同じような

傾向がはっきりと見て取れる。

1885年，即ち，第三次選挙法改革の直後に，ブロードハストが『フォートナ

イトリーレピュー』に寄稿した論文「新しい有権者の諸理念（Theldeasof

NewVoters）」は，この時期のリプーラプ主義者が当時の政治状況をいかに

認識していたのか，彼らの階級意識はどのようなものだったのか，さらに，両

者がどのように関連づけられていたかを知る重要な手がかりである(７１．彼によ

れば，第三次選挙法改革は都市の未熟練労働者及び農村の労働者を新たに有権

者とする改革であった。また，新たな有権者の政治的立場については，彼らは

自分たちの味方となってくれるものと期待していた。なぜなら，都市の未熟練

労働者については，Ｔ・ＵＣ・が活発に行ってきた政治的啓蒙活動が，農村地域

についても全国農業労働者組合（NationalUnionofAgriculturalLabourers）

などの各組合及び非国教徒の日常活動が成果をあげていると信じていたからで

ある。

したがって，プロードハストが語る今後の政治の展望は，かなり楽観的なも

のであった。「…たとえ，全面的に権力を握る（all-powerful）までにはなら

ないにしても，下院における急進主義は，大いに強化されるであろう。また，

議会に選出される労働者の数はかなり増加すると期待しても差し支えないであ

ろう」ここで，彼が，急進主義者という言葉と労働者という言葉を両方とも使
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い，しかも，急進主義者という言葉の方を先行させていることに注目しておき

たい。つまり，プロードハストは，自らをまず第一に急進主義者として意識し

ていた。しかし，同時に，労働者が階級として固有の利害を持っていることも

決して見落としてはいかなかったのである。

彼の政治的主張もそのことを裏書きする。この論文の中で，プロードハスト

は，伝統的な急進主義者の一員として，新しい議会は特権階級と国民とが，重

要な問題をめぐって対立する場になるものと予想した。ここで，いう重要な問

題とは，もちろん，土地制度の改革と国教会制度の廃止のことである。また，

二つの中では，どちらかというと土地改革の方が先行するものと考えていた。

彼によれば現在の土地制度の不備のために，耕作の放棄，棄農者の労働市場へ

の参入による混乱，人口密集地の住宅事情の極度の悪化がもたらされていると

いう。このような状況を改善する措置として限嗣相続，継承財産設定（entail

andsettlements）に関する諸法律の廃止，個人，団体に土地が集中すること

に対する歯止め，借地人の保有権の永続化地代の法外な高騰からの保護を挙

げている。彼は，土地制度改革諸法について様々な批判がなされ，場合によっ

ては，上院が法案を否決する可能性もあるとみていたが，結局，近い将来に改

革が実現するという楽観的な展望を語っている。

また，国教会については，当面の措置として，その資産を全国民のために使

用すること，特に，彼が資産隠しの手段と見ていた教育関係の資産の徹底調査

と不適切な使用（misdirection）の是正を求めている。さらに，プロードハス

トは，この他にも当時の様々な政治問題を取り上げ，簡単なコメントを付して

いるが，その内容は，節約，自由貿易，平和外交という急進主義的なものであ

り，同時にグラッドストンに対する深い信頼が表明されている。

まず，軍事費に関して陸・海軍のどちらについても必要な出費は惜しまない

が，不要な冗職が存在していると考え，その削減を主張している。また，保護

貿易の主張については，時代に逆行して食料に税をかけ，かつ，食料価格の値

上がりによって地主階級の収入増を目指すものだと強く批判している。さらに，

外交問題については，ヨーロッパ，植民地の双方についてできるだけ不干渉主

義を取ることを主張し，ドイツを不必要に警戒しすぎないように呼びかけてい
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る。外交問題について注目すべきことは，このような原則と矛盾するかに恩わ

れるグラヅドストンのエジプト出兵について，彼を批判してはいないことであ

る。「…グラッドストンほど，この問題について，長期にわたり，国民の忍耐

をかちえることができた政治家はいないだろう。…グラッドストンほど，多く

の人々によって問題が多いと考えられている取り引きの利益を守るという想像

に基づく義務へと国民が流されていくことを防ぐために強力な影響力を行使し

続けてきた者はいない」

ブロードハストのグラッドストンに対する傾倒はきわめて深いものであり，

この論文の最後でそのことを明言している。「自由党員として，私は，心底か

ら現首相が次の総選挙においても，再び，我々のリーダーとなることを希望す

るものである。…一部のホイッグや，自由党の野心的な一派が，彼らの言う

｢シーザーリズム」＝英雄崇拝の証拠を見つけて，いかにひどく嘆こうとも，

イングランドの民衆の多くがグラッドストンに最大限の敬意と尊敬を払ってい

るという事実は残り続ける。…グラッドストンの雄弁は，民衆の心に訴えかけ，

民衆の最良の感情をかきたてる。グラッドストンの側も民衆を理解し，民衆を

信頼している。グラッドストンは民衆を決して裏切らない民衆の友である。彼

を民衆の長とすれば，民衆にとって不可能なことはない」

それでは，彼は労働者としての自覚を失ってしまったのであろうか。そうで

はなかった。ブロードハストは，炭坑地帯以外では，労働者，かつ，労働組合

の指導者であるというだけで，労働者階級の候補者が当選することは難しいと

考えていた。したがって，労働者階級の候補者は，社会的，かつ，政治的でな

ければならないという。つまり，労働者階級という単一の社会層の主張だけで

なく，急進聿義的な，労働者，中産階級の双方に共通する政治的スローガンを

掲げよ，と言うのである。彼は，労働組合の問題だけで，当選できるだけの有

権者の支持を得られる候補者は，ほとんどいない，と断言している。しかし，

ブロードハストは，同時に，労働組合及び社会問題について健全でない候補者

が労働者階級の多い地区で当選するチャンスは少ない，とも語っている。労働

者としての自覚を保ちながらも政治目標の一致の方を優先する姿勢，これはリ

ブーラプの二重性そのものである。
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（２）

1880年代の後半になると，労働者が自由党から独立し，独自の政党を作るべ

きだという主張が次第に強まっていった。これに対してパートは，1889年、

『コンテンポラリーレビュー」に，「議会における労働者」（LabourinParlia

ment）という題名の論文を掲載し，従来のリブーラプの立場を擁護しようと

試みたのである１８)。この論文においても，労働者としての自覚を持ち続けなが

らも，議会政治においては政治目標の一致の方を重視する彼の基本的立場＝リ

ブーラプの二重性は，以前と全く変わらなかったと言うことができる。

パートは，現在，労働者の代表と認められている議員が，一定の職種と深い

関わりを持ち，労働者の団体と密接な関係を持ち続けていること，また，それ

らの団体が，当該の議員を自分たちの代表とみなしていることを認めた。さら

に，自らが労働者であり，労働者の生活に対する充分な理解を持ち，労働者の

生活向上の努力に共感する人物を議会に送りこむことは労働者にとって決定的

な利益をもたらしたと主張する。その具体的な成果としては，労働諸立法雇用

者責任法（EmployerS1LiabilityAct）工場，鉱山における監督官の増員，鉱

山規制法（MinesRegulationAct）の改正などを挙げる。その際，労働者の

議員達は，特に，労働者に関わる問題の全てについて，一つの党として，相談

し合い，共に行動したという。しかし，彼らは，同時に，政治全体については，

当然の同盟者＝急進派と協力したのであり，かつ，こうした態度は正しかった

と評価している。

パートは，このようにイギリスの労働運動の歴史を振り返り，その成果を強

調するのであるが，その際，いわゆる集団的自助を重視していることが注目さ

れる。彼の分析によれば，こうした成功の理由の一つは，彼らが労働問題につ

いて，議会に法律の制定，または，廃止を要求した時，節度を守ったからだと

言う。彼らが要求した法律は危険な職種における身体の保護，児童の雇用禁止，

女性，未成年者の労働時間の制限を除けば，ほとんどが，不公正で抑圧的な法

律の廃止か，労働者と経営者の間の完全な平等を要求したものだった。したがっ

て，イギリスの労働者階級が要求してきたのは，独占でも特権でも，国家から

の年金でも，助成金でもなく，フェアプレーを要求したに過ぎなかった。彼ら
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が，自分達の解放をかちとるに際して頼りにしたのは自らの組織の力だったと

いうのである。

パートによれば，労働者の地位についての国際的比較を行った時，自分達の

方針の正しさはますます明らかになるという。大陸ヨーロッパの労働者は，長

時間労働と低賃金にあえぎ，多くの国においてイギリスでは認められている種々

の保護立法はもちろん，団結権や集会の権利さえも認められず，経営者と労働

者の法的不平等が甚だしいとされる。彼は，大陸ヨーロッパの労働者がイギリ

スよりも国家の干渉を求める傾向が強いことに気づいていたが，そのことを，

彼らの先進性ではなく，むしろ，後進性の現れであると考えていたのである。

同様に，アメリカ合衆国の労働者については，イギリスよりも賃金が高いこと

は認めたが，労働時間の長さ，仕事場や鉱山に関する規制の欠如などそれ以外

の諸要素を考慮するとイギリスの労働者の方が地位は高いと見ていた。

したがって，法的平等の保障と一連の保護立法という最小限の国家の干渉こ

そ認めたものの，パートは，国家の役割を拡大させることには懐疑的であった。

｢…あまりにも安易に国家に期待する労働者達は国家による援助は常に国家に

よる運営，規制，規律を意味し，個人の自由を犠牲にしてしか得られないのだ

ということを心に留めていたほうが良い。過去において労働者が求めてきたの

は，また，将来，要求するであろうと私が信じているものは施し（alms）で

はなく，公正（justice），特権（priviledge）ではなく平等（equality）国家

による運営（management）ではなく，国家による監査（inspection）である…

労働者の自助を弱めるようなことは何もするべきではない。さもないとある悪

弊を除くことによって，十倍もの悪弊が生み出されることになるであろう」

つまり，パートは，労働者に固有の問題は，基本的に労働者の団結によって

解決すべきであると考えていたのである。それでは，彼は議会に何を期待した

のか。それは，上記の要求に即して，特権の廃止をさらに推し進めることであっ

た。しかも，彼は，労使関係については基本的に法的平等が達成されたと考え

ていた。とすれば，廃止されるべき特権の対象は資本家ではなく，大土地所有

者と国教会に向けられることになる。また，この点についていえば労働者と反

大土地所有者的，かつ，非国教徒である資本家との利害が一致する可能性は充
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分ありうることになる。かくして，彼は議会政治においては労働者階級が階級

性を前面に押し出すことに強く反対するのである。

彼の考えによれば，国会議員は，単なる出身階級の利益の代弁者ではなく，

より広い視野に立って，階級の利害を調整すべきであった。「階級の代表，階

級立法は追求さるべき利益（benefits）ではなく，避けられるべき悪弊ではな

いのか」「私は［最初に立候補した時］労働者は階級の代表を望んではいない

が，階級として排除されていることにたいして憤っている，と宣言した」「私

はくり返して言う。最良の国会議員とは，階級の偏見から自由で，あらゆる問

題を公正と人間性という広い基礎にたって考察し，彼の性に合わず，彼自身の

利益に反しても，正しいことに賛成して発言して投票する人物である」そのよ

うな国会議員の実例として，パートは雇用者責任法や鉱山規制法の強化に賛成

した資本家出身の議員達を挙げている。また，この種の議員は数が増えつつあ

り，現議会においてその数は最大になったという楽観的な展望を語るのである。

パートの当時の議会に対する信頼はきわめて深いものであり，労働者の議員

は，議会における待遇について不満をこぼす余地はないという。つまり，出身

階層に関わりなく，議員同志は対等に扱われているというのである。「…ブリ

テンの下院ほど社会的地位が問題にされない場所は世界のどこにもないだろう。

…下院は決して卑しい基準（ｍｅａｎstandard）で議員の価値を測ったりはし

ない。議会は議員を彼の人格と能力で評価し，財産の大きさでそうしたりはし

ない。農民であろうと貴族であろうと平等に高く評価されたり，低く評価され

たりする」もちろん，現行の下院に多くの欠点があることは彼も認めていた。

しかし，改革はあくまでも既存の制度を踏まえるべきだと考えていたのである。

さらに，パートの自由党に対する信頼も揺るがなかった。彼の分析によれば，

現在の労働者出身の議員は，全て，急進派の政治家として有権者にアピールし，

当選したのであり，通例，自由党と共に行動し，投票するという。これに対し

て労働者は独自の政党をつくるべきだという批判の声が挙がっていることにも，

彼は気づいており，リブ＝ラブの立場を断固として擁護したのである'９１。「既

存の政党を最も激しく批判する人々の間に｡自分達は別個の独立した政党を作

るべきであるという考えが支配的になっている。…私は，彼らに全面的に反対

－１３２－



である」その理由は選挙費用，そして，議員に歳費が支給されないという状況

の下で，議員の生活費をどうまかなうのかという壁を労働者は越えられないと

見たからである。もちろん，パートは，選挙費用の軽減と，議員への歳費支給

を必要度の高い改革と考えていた。特に，議員への歳費支給については深い関

心を示し，議員が仕事に対して報酬を受けるのは当然である，とその正当性を

主張している。また，1870年の歳費支給法案の採決の結果と1888年のそれと対

比し，賛成票が急速に増えつつある，として近い将来の法案の成立に期待をか

けている。

ただしパートは，選挙費用の軽減と議員の歳費支給が実現しても，ただち

に，労働者の議員が激増するとは考えなかった。労働者の日々の生活,貧しさ，

教育の欠如，労働者自身の分裂と嫉妬などが，労働者の大規模進出を妨げると

考えたからである。彼は，アメリカ，フランス，ドイツ，スウェーデン，ノル

ウェーにおける労働者の議会進出について調査した。その結果，どの国におい

ても，労働者の議員の数は少ないと主張する。「アメリカにおいて…労働者は，

ほとんどワシントンの上院，あるいは下院に送りこまれてはいない」「フラン

スにおいて，…どちらかの議会に選出された労働者はほとんどいない」「社会

民主党の力は労働者に由来するが，労働者は，ほとんど選出されていない」

このようにして，パートは，労働者としての自覚を保ち続けながらも，中産

階級の急進主義者との政治目標の一致の方をより重視し，労働者の独自の政党

形成に強く反対し続けたのである。しかし，彼がこの論文を書いた1889年以降，

リブ＝ラブ主義は一層激しい試練にさらされることになる。1889年に起きた，

ロンドンのドック労働者のストライキの成功を契機として，いわゆる新組合主

義運動が勃興し，リブ＝ラブ主義者の組合幹部たちに鋭い批判を浴びせること

になる。また，これと並行して，1890年代から，経営者の反組合主義的な行動

が飛躍的に強化されてゆく。つまり，これ以降，生産点での労使対立が次第に

深刻化しこれまでの労使協調路線を揺るがすことになるのである。

このような状況の下で，当初は従来の運動方針を堅持しようとして，反新組

合主義，反社会主義のキャンペーンを先頭に立って展開した人物こそ次節で検

討するジョージ・ハウエルであった。しかし，明らかに状況が変わっても，な
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お，彼は従来の路線に固執し続けたのであろうか。もし，何らかの方針の変更

があったとすれば，それはどのような点においてだったのか。この問題を解明

することは，リブ＝ラブの二重性の実態，及び，リプーラプと労働党との関係

についての理解を深める上で重要である。

（３）

ハウエルは，1890年代及び1900年代のはじめにかけて，新組合主義と社会主

義に反対して，種々の執筆活動を行った。その中では，1891年に初版が発行さ

れた『労働組合，昔と今』が最もよく知られている。しかし，初版段階のこの

本は，労働組合の歴史をたどり，新組合主義は旧組合により労働組合が組織的

に確立し社会的にも認められるようになる以前の状態への復帰に過ぎない，と

批判したものであり，リブーラプ主義者としてのハウエルの見解が述べられて

いるわけではない。彼の政治的立場が明確に表明されているのは，ハウエルコ

レクション，パート12に収録されている1900年代に執筆されたと思われるいく

つかの短い論文の方である。また，その中では，労働者にこれまでの実績を踏

えて自由党，特に，その中の急進派と協力するように説いている`,。この段階

では，ハウエルも，パートやプロードハストと同様に政治目標の一致の方を重

視することを主張しているのである。

『レイノルズニュースペーパー（Reynold'sNewsPaper）』紙が1903年に

｢自由主義と労働者（LiberalismandLabor）」というタイトルの特別企画を

行った時ハウエルもこれに参加し，第一回と第十六回に執筆した00。まず，第

一回の時には，これまでの労働者の議会進出の歴史を振り返り，最初の議員及

び立候補者達は〆単なる職種の代表ではなく，政治家として候補者となったの

だという。また，労働者の議員は，労働問題を越えて，政治全般と関わらねば

議会での存在価値はない，と断言する。例えば，彼は財政，行政についても現

状とその原理を理解しなければならないとされる。さらに，労働者にこの点で

能力があるか疑問を呈している。このような立場にたつ限り，労働者の議会進

出にはおのずと枠がはめられる。また，労働問題以外の政治目標の一致の意義
が強調されることになる。

事実，この論文の最後の部分で，ハウエルは，自由主義は政治全般における
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進歩を目指し，労働者は産業に関わる問題での進歩を目指すという微妙な違い

はあるものの，どちらも本質的に進歩的勢力である，たいていの進歩的立法の

ほとんどの点について，労働者の議員と自由党の議員の意見は一致している，

と主張する。また，そのことを理由として，労働者の自由党からの独立を求め

る提案には反対している。彼は，広い意味で自由主義と労働者は同盟関係にあ

り，いくつかの点で意見の相違はあっても協力しうる，自由主義が傷つけば労

働者にも有害な影響が及ぶであろう，今，必要なのは進歩的勢力の統一であり，

相互の信頼，協力，活動の組織化が不可欠である，と強調するのである。

第十六回で，ハウエルは，階級意識を持ち続けながらも階級強調論の立場か

ら社会主義者の主張に反論を試みている。まず，クェルチ（HarryQuelch）

のこれまでの労働運動の指導者は中産階級の自由主義の理念に染め上げられ，

労働者の政党ばかりか労働者の代表も不必要で無益だと示すことを唯一の目的

としているかのようである，という批判に反論して，自分達は労働者の利益の

ために献身的に尽くしてきた，批判者の主張には一言の真実もない，と言う。

また，階級闘争の強化を説くクェルチに対して，自分達が階級闘争の激化を防

ぐための努力を続けてきた結果，経営者からの種々の譲歩がｶｺちとられ平和的

な交渉の道が開かれたのだと主張する。この努力は，建築工事に例えられるも

のであり，自分たちは熟練職人（craftsman），反対者はへぼ職人（bungler）

だとする。これまでの方針の正しさを確信していたハウエルにとって，独立労

働党や社会民キ連盟の行動は労働者を分裂させる歴史に逆行する試みに他なら

なかった。

また，バックス（EarnestBelfortBax）に対しては，彼の主張は自分にも

『レイノルズ』の読者にもアカデミック，かつ，哲学的過ぎるという皮肉を浴

びせた後，バックスが語っているような階級意識など，どこにも見だされない，

と批判している。ハウエルにとって，社会主義は遠い将来の千年王国を約束す

るユートピアに過ぎず，現在の生活に苦闘し困窮している人々には何の役にも

立たない裕福な人々向きの夢想に過ぎなかった。階級闘争の激化は大いなる不

幸，破滅，欠乏，飢えをもたらす，誠実な人間なら争いが起きた時にはそれを

激化させないようにしよう，と呼びかけている。
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1905年に書かれたと考えられる「労働者の政治，諸政策，政党（Labour

Politics,andParties）」は,パート12に収録されたリプーラブ関係論文の中

では最も長く，当時の政治と労働運動についてのハウエルの見解一労働代表委

員会に対する批判と従来のリブーラブ路線の擁謹，さらに彼の考える労働者が

今後取るべき政治態度一が詳細に述べられている。また，その中で，自らを

｢古いタイプの急進主義者（OldRadical）」の一員として位置づけ，急進主

義者がこれまでに労働者にいかに多くの貢献をしてきたかが強凋される。リプー

ラブの二重性は，ハウエルにおいて最も明確な形で現れている，と言えよう。

1905年２月16日に，いわゆるカクストンホール会議が開かれ，労働代表委員

会とT・ＵＣ議会委員会，そして，労働組合一般連盟（GeneralFederationof

TradesUnion）の三者が来たるべき総選挙に向けてお互いに対立を避けるこ

とで合意が成立した。しかし，ハウエルは，労働者以外の候補者に対する態度

が明確に打ち出されなかったことに不満を持ったのである。彼によれば，議会

の傾向は，せいぜい数十人の労働者の議員によってではなく，大多数の非労働

者の議員の構成によって決定される，と言う。したがって，非労働者の候補者

に対する労働者の態度が重要だとされる。また，ハウエルは，自分がベンサム

(JeremyBentham），ミル（J､SMill），フォーセット（HenryFawcett），

テイラー（PeterAlfredTaylor）などの弟子であることを誇りに思う，と明

言する。さらに，プラッドロー（CharlesBradlaugb），ハリソン（Frederic

Harrison），ヒューズ（ThomasHughes）など労働者ではないが労働者に好

意的だった急進主義者の名を列挙し，彼らのような人物を支持するように呼び

かけるのである。

ハウエルは，自分もそのメンバーの一人であると考えた古いタイプの急進主

義者達が，これまでにいかに多くの成果を挙げてきたかを強調する。団結禁止

法の廃止はジョセフ・ヒューム（JosephHume）の，また，自由貿易対策はコ

プデン（RichardCobden）の，第二次選挙法改革の実現はブライト（John

Bright）の活躍に負うものであった。さらに，彼は，このような急進主義者の

成功の理由は，彼らが階級を越えた開かれた集団であったことにある，と見た。

逆にチャーティスト運動は排他的だったために失敗したと考え，その張本人と
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してオコンナー（FeargusO，Connor）を強く批判している。また，特に労

働者と関係の深い法律＝選挙法改革，秘密投票法，国民教育，公衆衛生，工場

法，鉱山関係法，労働諸立法，などを実現したのも拡大された自由主義（ex‐

pansiveLiberalism）すなわち，労働者の要求が急進主義者の活動を通じて自

由党を動かした結果である，と力説する。このような歴史の「教訓」を踏えて，

ハウエルは，労働者の政治的将来もこれまでと同様リプーラブ路線の継続にあ

る，と考えた「法律を改善しようとするあらゆる努力は，その理想が我々の願

望と一致するまでには至ってない人々の援助を拒んだら失敗に終わるだろう…

我々は孤立や棄権によって，法律の実現を早めることはできない。我々は賢明

な寛容と広汎な協力によってそれを促進するだろう」彼は，今後，実現さるべ

き改革として，選挙法改革，より公正な労働諸法，民衆がコントロールする非

宗教教育，正当な基礎に基づく税の再調整，土地法の改革，住宅の改善などを

挙げている。

このように，ハウエルもまた，パートやプロードハストと同様に，急進主義

者との政治目標の共通性を重視し，政治の世界では階級性を前面に押し出すべ

きではない，と主張し続けた。しかし，ハウエルは，労働者としての階級意識

を失ってしまったわけではない。彼は，現実の労働運動の状況から，決して目

を離さなかった。ハウエルは，1900年及び1907年に発行された『労働組合，昔

と今』の第三版，第四版において，それぞれ，「労働組合の活動と労働者の進

歩1890-1900（ＷｏｒｋofTradeUnionandProgressofLabor）」「最新の

労働運動（LaborMovementUptoDate）」という題名の章を書き加えて

いる。そして，この二つの章の内容を比較した時，ハウエルが状況の変化に即

して，自らの政治的立場を柔軟に修正させていったことが明らかになる。

「労働組合の活動と労働者の進歩」では，ハウエルは，古い指導者の引退，

T,Ｕ,C内部における社会主義者と新組合主義者の勢力の増大により，従来の方

針に対する批判がますます強まったことに気づいていた。しかし，自分のこれ

までの主張を修正する必要はみとめなかった。彼の分析によれば，一時のブー

ムのあとも生き残った新組合は，可能な限り，旧組合の政策に復帰した組合で

あった。また，1897年にイギリス最強の組合，合同機械工組合が久しぶりに実
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行したストライキ闘争で全面敗北するというショッキングな事態についても，

この組合がその後も存続し続け.たことにより従来の政策の正しさが証明された，

新組合が同じ立場に置かれたならば崩壊していたであろう，と述べて，むしろ，

これまでの主張の正当化に利用している。また，新組合主義者の労働者議員が

誕生しても議会で労働者の声に耳を傾けようという動きが強まることはなかっ

た，八時間労働法制定の動きも進展しなかった，として，彼らの無力ぶりを強

調するのである。

こうして，ハウエルは，事態は労働者のユートピア＝社会主義を実現する方

向へは進まなかった，彼らの夢は消え去ってはいないが労働大衆の関心を引か

なくなった，と判断したのである。これとは対照的に1896年から1899年までの

間に36にのぼる労働者関連の法律が成立したことが指摘される。彼は,今後も，

議会政治では従来通り自由党と協力し，労使関係については労使協調路線に基

づき交渉によって，賃金の上昇，労働時間の短縮などの労働条件の改善が実現

できるとする楽観的な見通しを語っている。要するに，この時期のハウエルに

は危機意識は全くなかったのである。

しかし，ハウエルの予想は当たらず，1900年以降，経営者の攻勢はさらに激

化した。しかも，1906年，労働党が成立し，その直後，労働者が自由党と交渉

を続けてきたにもかかわらず満足のいくような成果が挙がらなかったタッフー

ヴェール判決の撤回問題が労働争議法（TradesDisputesAct）の成立によっ

て一挙に決着した。これにより自由党の内部で交渉するよりも，成立した政党

をつくった方が，労働者にとって有益な具体的な成果が得られるケースもある

ことが実証されたのである。自由党と協力しなければ，労働者に有益な法律は

成立しないという彼の長年の主張は崩れ去ったとも言えよう。言い換えれば，

ハウエルは，従来の主張にあくまでも固執し続けるか，それとも新たな状況に

適応して，それを修正するｶｺの選択を迫られたのである。

彼が選んだのは後者の方であった。「最新の労働運動」において，ハウエル

は反社会主義の姿勢は変わらなかったが，他の多くの点で従来の見解の修正に

踏み切ったのである。まず，彼は，これまで強く反対してきた八時間労働法の

規定に関連して，王立の軍需工場，ドック，郵便局など政府関係の職種におけ
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る八時間労働日が採用されるようになったことを，もっぱら，労働時間の短縮

という観点から好意的なコメントを加えている。また，政府，公共団体の契約

事業について最低賃金制が普及しつつある事実についても，いわゆる苦汁産業

の待遇改善に役立つとして，これを歓迎している。さらに，地方公共団体によ

る事業の拡大は必然的であると述べ，公的機関の手によらねば実施できない大

事業が多数あることもはっきりと認めるに至ったのである。

ハウエルは，当時の情勢について自分の予想と旧組合の指導者の運動方針の

正しさを強調しているが，実際には，上記のような発言は以前には決してみら

れなかったものであるまた，労働者の下院，地方議会への進出についても，彼

は，もはや，労働党かリプーラブ派かを区別することなく，これを大歓迎して

いる。労働党については，社会民主連盟，独立労働党との異質性及びリブーラ

プ派に対する協調性を重視する。したがって，1906年の総選挙で当選した労働

者の議員は54名である，と算定され，彼らの議会活動についても，あえて区別

を設けず一括して論じられている。彼らの能力はそれぞれ異なり，全ての問題

についてではないが，労働立法についてはおおむね意見の一致が見られる，と

言う。また，彼らは下院の敬意と信頼を得ている，と高く評価している回・

ハウエルは労働者の議員の今後の任務として，自らの発議，あるいは，政府

案の修正を通じて，できる限り多くの労働立法を実現することである，と述べ，

労働党とリプーラブ派の協力に期待している。この時期の彼は，これまで押さ

えていた労働者としての階級意識を前面に押し出し，自由党の内部にとどまる

か否かにこだわらなくなっているのである。この章でハウエルが述べてきたこ

とは，別の点でも，リブーラプ主義にこだわる論拠を失わせるものであった。

なぜなら，労働者の議員団の行動に何の問題もなかったとすれば，労働者の教

育水準の低さなどが，労働者の議会進出のネックとなると考えたパートの主張，

及び，労働者の実務能力に対するハウエルの懸念は，根拠を失うことになる。

さらに，より長期的視点に立てば，労働者議員の増加それ自体が，いわゆる歳

費支給の問題の解決を促し，労働者がこれまでには見られなかった規模で議会

に登場するための道を開くことになろう。具体的な政策のレベルではともかく，

労働者の運動形態としてのリブーラプ主義の意義は終わりつつあったのである。
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むすびにかえて

これまでの考察から，政治意識については中産階級の急進主義者の知的ヘゲ

モニー下に置かれているが，労使関係においては労働者としての自覚を失わず，

どちらを重視するｶｺの選択を迫られたときには後者の方を重視するという，い

わゆるリプーラプの二重'性はライトだけでなく，パート，ブロードハスト，ハ

ウエルといった実際にリプーラブ主義の運動を担った人々においても，そして，

1880年代以降も極めて明確な形で存在していたことが明らかになった。また，

リブ＝ラブの立役者であったハウエルは，その生涯の最終局面において，タッ

プ＝ヴェール判決問題の経過等を契機として，従来の立場を修正し，労働者の

独立した政治運動に理解を示すようになった。このことは，リブ＝ラブの二重

性が運動形態としてのリブーラプ主義の形成の論理であると同時に解体の論理

でもあったことを示していると言えよう。

さて，リブーラブ主義の歴史的位相を定めるに際しては，運動形態としての

リブ＝ラブ主義と政策としてのリブーラプ主義を区別して考えることが重要で

ある。運動形態のリブーラブ主義は1860年代の後半に始まり，1910年代までに

ほぼ終焉を迎える短期間の運動に過ぎない。しかし，労使関係のみに視野を限

定せず，中産階級とも協調しつつ，議会を通じて種々の政治＝社会改革を実現

していこうとする姿勢は，その後の労働党の政策にも大きな影響を及ぼしてい

る。さらに，国民政党か，階級政党か，議会内活動と議会外の民衆運動の関係

をどう調整するかは，現代でも左翼政党を悩ます疑問である。その意味で政策

としてのリブーラプ主義が提起した問題の意義は，これまでに考えられてきた

よりもはるかに大きなものであったと言うことができる。

（註）

(1)抽稿「トマス・ライトと「リプーラブ」の論理」（『琉球大学法文学部紀

要』史学……地理学編，第33号，1990年）

(2)1874年の総選挙で当選したもう一人の「労働者」の候補者アレキサンダー・

マクドナルド（AlexanderMcDonald）については，著書，論文の類を残し

ていないこと，彼の伝記が，マクドナルドが労働者と言えるかについて疑念
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を呈していることを考慮して本稿では取り上げない。ＧＭ・Wilson,ＡＺｅｊＵａ几der

McDolmJdfLeczderq／tﾉｶｅ皿mer，1982,p､１

(3)拙稿「ソ連型社会主義の崩壊と十九世紀イギリス史像の変貌」（『琉球大

学法文学部紀要」史学・地理学編，第37号，1994年）この論文の発表後ジョ

イスが注目すべき研究を発表した。そこでは，世界共産主義の崩壊とイギリ

スの学界，大衆に対する従来の階級概念の影響力の低下の関連が論じられ，

階級を越えた想像としての民主主義の史的意義が注目されている。Ｐ・Joyce，

DemocraficSu酢cts：ＴﾉｶｅＳｂＶα'ｚｄｔｈｅＳｏｃｉａＩｉ〃ノWJtetee"ｔｈｃｅ"tubノ

Ehgkmd,1994.ただし，最近の研究は，硬直したマルクス主義に対する反
発のあまり，生産点及び階級意識の意義が軽視されすぎるきらいがある。そ

のため，運動形態としてのリブ＝ラブ主義の解体の論理が明確ではない。ま

た，生産点，政治を捨象して，ライフスタイルのみからリプーラプ主義を導

き出そうとする試みにも賛成できない。この立場の研究によれば，ライフス

タイルの類似性から，リプーラプ主義は労働者上層と下層中流階級の同盟で

あると規定される。しかし，ロイドン・ハリソン（RoydenHarrison）を

はじめとする先行研究は，リブ＝ラブ主義が労働者上層と労働組合に好意的

な急進主義者の大資本家との同盟であると考えている。ハウエルとサミュエ

ル・モーリー（SamuelMorley），ブロードハストとプルナー（John

Brunner)との極めて親しい関係から考えてもこちらの方が正しいことは明

らかである。そもそも，ライフスタイル論者がライフスタイルの類似性の例

に挙げているタイタス・ソールト（TitusSalt）もこの種の資本家である。

（丼野瀬久美恵編『イギリス文化史入門』1995年第８章)，RoydenHarrison，

Ｂ２/bretheSocmJistfStudiesi几ＬＱ６ｏｕｒａ几dPoJiticsl86I-I88L1965；
Ｗ､HamishFraser,TrudeUjziolLsu'zdSocietyjT/teStruggﾙﾉbrAccGptQ几Ce，

１８”-1880,1974；JackReynolds，TVheGreatPCltermlliStJTitusSmtα'２．

ｔﾉｶeGroLuthq／lVmetee几tﾉi-Ce"tuD'Ｂｒｑｄ/br9d,1983.

（４）本稿で取り上げた以外にも，国教会，住宅問題，国際情勢，自由貿易など

個別的な問題について種々の論文が存在するが，それらの詳細についてはま

だ調査中であるためここでは，論じなかった。Fraser，Ｏｐ.，Cit.,Ｅ・Biagini，
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Li6erty，Ｒｅｆ｢e几cﾉime〃ｔａｎｄＲｅ１/brmfPOpukzrLi6ercJJismi几ｵﾉｔｅＡｇｅ

ｑ／Gkzdsto"eI86D-I880，1992に労働者の執筆した雑誌論文のリストがのっ

ているがいずれも包括的なものではない。

(5)Burt,Ａ〃Auto6iogr叩勿，1924,Ｐ､214.また，1886年の自由党の分裂の

時，パートはグラッドストンの方に従った。

(6)Burt，,WorkingMenandthePoliticalSituation'ⅢjVmetee"tﾉiCb"tum/，

Ⅸ（Aprill881）．本節のパート関係の引用は全てこれによる。

(7)Broadhurst，，TheldeasoftheNewVoters'，Fort几igﾉitb）ReDie山，lVk

SCCXVm（1885）．本節のブロードハスト関係の引用は全てこれによる。

(8)Burt，，LabourinParliament,，Formig/LtblReuieu），１Ms・LＶ（1889）

本節の引用は全てこれによる。

(9)この論文の中で，パートは，名指しこそしていないが，1888年のミッドラ

ナーク（MidLanark）の補欠選挙におけるケア・ハーディー（KeirHardie）

の立候補及びこれを支援したNationalLabourEleCtoralAssociationの活

動を－こちらは名前を挙げて－批判している。ただし，NationalLabour

ElectoralAssociationという名称の団体は実在しない。ハーディの立候補

に際して，LabourElectoralAssociationがNationalLabourPartyの名

で援助を行ったが，パートは両者を混同したようである。LabourElectoral

Associationは，トマス・スレルフォール（ThomasThrelfall）をリーダー

として1886年から1895年まで存続した団体で，リプーラブ主義と明確に決別

するまでには至っていないが，労働者の議員数を増やそうと努めた。この団

体についてはJSShepherd，，TheLib-LabsandEnglishWorkingC1ass

Politicsl874-1906'，ＰｈＤ・Thesis（1980）Ｃｈ、２．

００『労働組合その昔と今』は，1891年に初版が発行された後，1984年，１９００

年，1907年にそれぞれ，第二版，第三版，第四版が発行され，第三版，第四

版には後述するように新たな章が付加された。本稿で使用したのは1973年に

発行された第四版の復刻版である｡また，復刻版には，1971年にハウエルの

伝記を書いたレヴェンソールの解説が付されている。FMLeventhal，

ReSPecta6ZBRQdiCaIJGem忍ｅＨｂｕ）eJJaJzdVictoFimzWb7Qﾊ2ｍｇαとJSS．
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Politics，1971．ハウエルコレクションパート12には，本稿で取り上げたも

の以外にアーネスト・ジョーンズ（EarnestJones），ロバート・オーエン

（RobertOwen）の伝記が収録されている。また，発行年代はどの著作にも

明示されていない。我が国の最新のハウエル研究としては松村高夫「職人か

ら労働者へ」（歴史学研究会編『講座世界史４，資本主義は人をどう変え

てきたか』1995年）

ｑＤこの中に，1886年の分裂について十七年前と記述していることからこの論

文は1903年に記述されたと推定される。

⑫逆に，労働運動史の側から，下院，議会における労働者議員の活動が従来

の議会制度への労働者の統合を促進した，とする研究もある。RMcKibbin，

，ＷｈｙwastherenoMarxisminGreatBritai､?，，ｔﾉｶeEhgJishHistoricaノ

Reujem,ＶｏＬ９９（1984）April．

TheDevelopmentofLib-Labcause

SAＫＩＭＡＮＯＺＯＭＩ

ＩｎｔｈｉｓｐａｐｅｒｌｆｏＵｏｗｔｈｅpoliticalopinionsofthreeeminentlabour

leaderstoinvestigtethedevelopmentofLib-Labcausefroml880'sto

l900's・Ａｓａｒｅｓｕｌｔｓｌｃｏｍｅｔｏｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｃonclusions・LTheycotinued

tohavetheclassconsciousnessButinsteadoftheclassconflictthey

emphasizedthenecessityofclassconciliationandcooperationwiththe

middleclaSsradicalpoliticianinParliaｍｅｎＬＳｏ，Theyopposedtheso‐

cialismandindependentpoliticalactionofworkingclass、２.However，

aftertheformationoftheLabourPartyanditsgreatcontribution

tothesolutionofTaff-Valeproblem，theychangedpreviousattitudes

andgaveasupporttotheLabourParty・Ｉｎｔｈｅｅｎｄｔｈｅｉｒｃｈａｎｇｅｌｅａｄ

ｔｏｔｈｅｃｏllapseoftheLib-Labmovement．
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