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二十世紀の労働党と自由党

一選挙マニフェストを中心に（－）

佐喜真望

はじめに

二十世紀初頭のイギリス政治史に関する最近の研究は、結成直後の労

働党の政策が多くの点で自由党の強い影響を受けていた、と主張している。そ

の結果、労働党の結成の意義は評価されず、もっぱら、自由党との連続性が強

調されることになるのである。確かに、労働代表委員会の指導者の多くは、自

由党員として活動し自由党から立候補することをめざしたが、地方の自由党支

部がそれを認めなかったため、独自の組織をつくり立候補したケースが多い。

また、議会内において、彼らが自由党と密接に協力したことも否定しがたい。

さらに、初期の労働党が労使関係に関するものを除けば、自由党に比肩するよ

うな政策をもっていなかったこともよく知られている''１゜

しかし、1924年の第一次マクドナルド内閣の崩壊時において、労働党と自由

党の間にはソビエト連邦に対する政策をめぐり、明確な意見の対立が存在した。

さらに、その後に行われた1924年10月29日の総選挙の際に両党が発表した選挙

用のマニフェストを比べてみると、そこには多くの点で明確な政策の違いがみ

られるのである。この総選挙の後、労働党の自由党に対する優位が明らかにな

る。1906年の総選挙においては29議席を猶得したに過ぎなかった労働党は、こ

の後、1931年の総選挙を除けば常に１００以上の識席を確立し、ついには、単独

で政権を担当しうる政党へと発展を遂げるのである。こうした、労働党の「進

化」は社会主義の勝利の必然性と関連付けられて語られることが多かった。

そのため、労働党の『進化』は、具体的な政策よりも、むしろ、組織の強化

という観点から研究されてきたのである(獣。また、労働党政権については、
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労働者向けの政策をほとんど実施できなかったことが強調される傾向があった、

もはや、社会主義の必然的勝利という文脈で労働党史を語ることができないこ

とは明らかである。しかし、近現代史、特に、1917年のロシア革命以降におい

て、種々の社会主義の主張が多くの人々の心をひきつけたことは決して無視し

てならない事実である。その際、重要なことは、人々が社会主義者の実際に挙

げた成果とともに、彼らが実現すると約束した政策にも心を引かれた、という

ことである。その後の労働党の勢力の拡大を考える際にも、この観点を見落と

してはならない。そこでは、総選挙の際のマニフェストが大きな意味を持つこ

とは疑う余地がない。

それでは、1900年に最初の総選挙を経験してから、1924年10月29日の総選挙

に至るまでの期間において、労働代表委員会＝労働党が掲げたマニフェストは

どのような点で自由党と共通点を持ち、どのような点で自由党と異なっていた

のであろうか、また、労働党のマニフェストはどのような経過をたどって、独

自性を持つものへと進化していったのであろうか。また、極めて短命に終わっ

た第一次マクドナルド内閣の崩壊後、一旦、快を別った労働党と自由党は１９２９

年に再び連立政権を組むことになる。こうした、両党の再接近において、どの

ような政策の調整が行われたのであろうか。総選挙のマニフェストは政党史研

究の最も基本的な資料に過ぎない。しかし、従来の研究では労働党研究と自由

党研究が別個に行われてきたため、ある程度まとまった時期にわたって両者の

複数のマニフェストを比較検討するという作業はまだ手をつけられていないの

である。

本稿は上記のような問題意識に基づき、まず、労働代表委員会が結成された

1900年から労働党が独自の政策を打ち出すようになる1918年の総選挙までの自

由、労働両党の選挙マニフェストを比較検討する。

1.1900年の選挙マニフェスト

1900年の総選挙に際して、労働代表委員会が発表した総選挙用のマニフェス

トと自由党のそれとを比較して、ただちに目に入ってくるのは、1900年の労働
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代表委員会のマニフェストと自由党のマニフェストとの間には共通点が極めて

少ないことである(3)。

1900年の総選挙において、労働代表委員会のマニフェストは、実現すべき政

策目標として①老齢の貧民が生活できるように国庫から十分な援助を行うこと

②人々の住宅を改善するために公的機関が措置を講じること。③失業者のため

に有益な仕事を提供すること④子供の十分な扶養のための援助⑤駐屯地付近の

売春婦に対するワクチンの強制接種反対⑥アルコール取引の公的規制⑦土地と

鉄道の国有化⑧国の交付金による地方財政に対する援助⑨帝国のすべての地域

の立法的独立⑩常備軍の廃止と市民軍（citizenforce）の創設⑪戦争か平和を

決定する権限を人民に⑫所得税の累進化⑬議会会期の短縮、成年選挙権

(adultsuffrage）有権者登録制度の改革、歳費支給を掲げている。

また、総括部分においては、これらの法律の究極の目的は、人民が、全コミュ

ニティーの利益のために、民主的国家による生産、分配、交換手段の社会化を

獲得すること、労働者を資本家と地主の支配から完全に解放すること、両性間

の社会的経済的平等を実現することを挙げている。ここで注目されることは、

政策目標の中に土地と鉄道の国有化、また、総括の中に民主的国家の統制によ

る生産、分配、交換手段の社会化という社会主義的な要求が明示されているこ

とである。労働代表者委員会がこの種の主張を掲げる限り、自由党との選挙協

力を実現することは困難となるであろう。また、ボーア戦争について全く言及

がなされていないことも注目に値する。

他方、自由党のマニフェストは、まず、ボーア戦争の戦局の好転という政府

に有利な状況下に行われた今回の下院解散が党利党略に基づく、極めて、不当

なものであるかを強調している。また、労働代表委員会のマニフェストとは対

照的に、ボーア戦争をはじめとする、保守党政府の外交政策を批判することに

マニフェストの多くのページを費やしている(4)。

まず、ポーア戦争について、相手の兵力を過少評価し、コストを考えずに戦

争に踏み切り、この国に恥辱と懸念と悲惨をもたらした、と保守党政府を批判

している。ただし、この総選挙が行われた時点においては、戦局は好転してい

た、この点については、戦局が好転したのは、保守党の政治家が立派だったり、
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政府の戦争指導が良かったからそうした成果が得られたわけではなく、総司令

官ロバーツ（Roberts）をはじめとする兵士たちの功績である、と主張してい

る。また、今回の、総選挙は古い名簿にもとづいて行われることになったため、

50万人の有権者が投票できなくなったと指摘し、政府を批判している。

これに、続く部分で、自由党は保守党政府の外交政策を、イギリスの利害が

関わるほとんどすべての地域について批判している。まず、中近東地域につい

て、保守党政府はトルコに対して弱腰であったと、批判している。また、そう

した姿勢が、ギリシャ政府に屈辱を味あわせ、トルコ政府による1895-1896年

のアルメニア人虐殺を招いた、とみなしている。また、インドに関しては、保

守党政府が公約を破り、先行の自由党内閣の賢明な政策を変更したために騒動

がおきている、と批判している。1890年代後半はアフリカ及び東南アジアにお

いてイギリスとフランスの対立が話し合いによる解決に達し両者の関係が友好

的なものへと変化してゆく上で極めて重要な時期にあたる。

この点について自由党はタイ、チュニジア、マダガスカルの例を挙げて、保

守党政府はフランスに譲歩しすぎであり、そのためにイギリスの利益が犠牲に

された、と主張している。他方で、極東方面については、保守党政府がロシア

と不要な争いを起こしたと批判している。また、1898年にイギリスが威海衛を

租借したことについて、すでに過大な軍事費の負担をさらに増すだけで、イギ

リスの海軍力を弱体化させるものだ、とみなしている。また、総体としてみる

ならば、保守党政府の外交は拙劣で、ヨーロッパ諸国の敵意と疑惑を招いてい

る、と主張している。

内政に関してはい保守党政府が年金、パブの営業規制、雇用者責任法などに

関して、調査委員会が設置されたが、結局、法制化はされなかったり、内容が

骨抜きにされたりしている、と批判している。また、保守党は自分たちの支持

基盤である国教会と地主階級を優遇するために公金を支出しているとのべてい

る。その具体例とされるのは、教育における宗派主義の拡大、ボランタリース

クールを公共団体の規制から保護していることをあげている。また、政府の財

政政策は放漫であり、そのため、平時においては減税ができず、戦時において

は減債基金を取り崩さざるを得なくなった、と主張している。
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マニフェストの後半部分で、自由党は、まず、外交の問題を再び取り上げて

いる。その際、オレンジ自由国とトランスヴァール共和国の軍事占領は終わり、

両国はイギリスの領土に併合されたと言われているが、領土の併合と領土の安

定は別問題である、戦争の前にそうした課題を全く理解していなかった現政権

はそうした任務には不適当である、と述べている。そのためには粘り強い目的

の追求、優れた判断力、寛大で自由な共感の念を持って控えめだが勇敢な現地

の人々との融和を図ることが必要であるとされている。また、これに関連して、

植民地と本国の関係一般についても、過去の実績において、決して、幸福な結

果を生まず、時として、破滅的な結果をもたらしてきたトーリー党に解決を委

ねてはならない，と説いている。

これに、続く部分では、自由党の内政における今後の目標が列挙されている。

そこで挙げられているのは①都市、農村部における住宅問題②土地法の改革③

パブの営業規制の強化④完全な宗教の平等⑤選挙権の拡大⑥上院改革である。

自由党のマニフェストにおいては、労働代表委員会のそれとは対照的に、外

交政策にかなりのウェイトが割かれている。また、種々の改革が目標として掲

げられてはいるものの労働党のマニフェストに述べられている種々の国庫から

の補助、両性間の平等にについて全く言及がなされていないことも注目に値し

よう。労働代表委員会と自由党の選挙協力が成立するためには政策面でもかな

りのすり合わせが必要であったと言えよう

21906年の選挙マニフェスト

1906年の自由・労働両党のマニフェストは、各選挙区において、両党の立候

補者を調整し、共倒れを防ぐことを取り決めた1903年のグラッドストンーマク

ドナルド協定の影響か、1900年のそれに比べると、明らかに対立する主張が減

り、逆に、両者の接点は増えている。

1906年のマニフェストの中で労働代表委員会が主張している内容は次の通り

である(5)。
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①この選挙は労働者が議会において公正に代表されるか、どうかを決定する総

選挙である。②下院は人民の議会であると思われているが、人民はまだ、そこ

には存在していない③大土地所有者、経営者、法律家、醸造業者、金融資本家

は下院において力を持っているのになぜ、労働者はそれを持っていないのか④

労働組合は資本家が享受しているものと同一の自由を求める。彼らには、それ

が拒絶されている⑤高齢の貧民が無視されている⑥スラムは残り、過密は続い

ている。その一方で、土地が荒蕪地化している⑦商店主、商人たちは、国税、

地方税とも過重な負担を課せられている。その一方で、地方税の軽減にあてら

れるべき土地の価値の増加分は土地を活用しているわけではない人々のふとこ

ろに入っている⑧富めるものをさらに富ませるために戦争が行われ、他方で、

まともに食事をすることもできない児童たちは放置されている⑨鉱山の所有者

を富ませるために中国人労働者の移入が擁護されている。⑨失業者が仕事を求

めているのに、保守党政府は実効性のある法律を制定せず、問題をそらすため

に保護貿易を持ち出している。これまでの経験が示しているように貧困と失業

の解決にはならない、それは、土地、住宅、高齢者などの社会問題への取り組

みから目をそらすものである。

最後に、このマニフェストは、労働者の有権者に対して「皆さんには、議会

に皆さんの願いを実現させるだけの力がある、労働代表委員会執行部は、１００

万の労働組合員に代わって、過去において皆さんを分け隔ててきた全ての政治

的違いを忘れるように訴える」と述べている。1906年のマニフェストにおいて

は、1900年のマニフェストにあった土地と鉄道の国有化、常備軍の廃止と、地

方に対する国庫からの補助、下院議員への歳費支給、選挙権の拡大、両性間の

平等、民主的国家による生産、分配、交換手段の社会化といった労働代表委員

会の独自職の強い主張の多くが抜け落ち、これに代わって、保護貿易に反対す

るという項目が加えられていること、また、労働者の有権者に対して、今回は

長年の政治的相違を忘れて協力するように訴えていることが注目される。ここ

で、言及されている政治的相違とは言うまでもなく労働代表委員会とリプーラ

ブ派との間の政治的相違をさしている。このマニフェストにおいて労働代表委

員会は独自色をできるだけ押さえ、リブーラブ派との共通の要求を前面に押し
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出すことによって、今後は自由党と協力していく姿勢を明確にした、というこ

とが出来よう。1906年の労働代表委員会の選挙マニフェストはいわゆる進歩的

同盟（ProgressiveAlliance）の成立を告げるにふさわしい内容のものであっ

た。

次に、1906年の自由党の選挙マニフェストを検討してみよう。自由党の1906

年のマニフェストは、まず、これまでの保守党政権の政策を批判することから

始まっている(6)。1900年の総選挙はボーア戦争の戦局が好転し始めた時期を

狙って行われ、自由党は守勢に立たされた。今度は、その後の南アフリカは、

経済的繁栄を失い、無制限の中国人労働者の輸入によって、辛うじて破滅を免

れている、と批判している。また、保守党が政権を担当する以前の自由党政権

期においては、保守党の猛反対を押し切って成立した遺産法（TheEstate

DutyAct）の効果に助けられて、財政は健全で，国債は年々減り，税負担も

適度であった、と主張する。これに対して、現政権では、支出と国の借金は年々

増え、所得税はポンドあたり－シリングを越えるようになり、ボーア戦争期の

特別税は平時にも継続され、国の信用は損なわれたという。その結果、企業の

活動は税の負担によって制限され、労働者は仕事を失い、貧民階級はますます

貧しくなったという。さらに、こうした彼らの失政だけでも、現政権はイギリ

スという大商業国家のビジネスを管理運営するには不適格ではないか、と問い

かけている。また、保守党が次の政権を担当した場合には各産業に対する規制

が強化され増税がなされる、と警告している。自由党のマニフェストは、支出

に関する問題の最後に、陸軍改革の問題を取り上げている。その際、1892年に

成立した自由党内閣が陸軍の改革に成功しなかったことは認めたうえで、その

後、政権を引き継いだ保守党政府においては、国防費はかさんでいるが、陸軍

及び志願兵の改革は進まず、彼らの士気を低下させている、と主張している。

次にマニフェストは、過去の保守党政権の国内政策を取り上げている．そこ

では、全国民に関わる重要な問題として、教育改革、パブの営業規制、土地の

課税評価の３つを挙げ、保守党政権はこれらの問題について真剣に取り組もう

とはしなかった、と批判する。また、保守党が、これらの問題に真剣に取り組

まなかった理由は、全国民的な立場に立つことなく、自分たちの強力な友人た
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ちの機嫌を取ろうとしているからだ、と述べている。その結果、1895年の総進

挙の時に保守党が掲げた社会改革の公約はほとんど実行されずｗ保守党は、約

束の存在さえ忘れてしまったようだ、と椰楡している。

マニフェストは、この後、保護貿易の問題を取り上げる。マニフェストの筆

者にとって、保護貿易政策はイギリス本国及び帝国に計り知れない弊害をもた

らすものであった。筆者によれば、自由貿易制度の下で、イギリスの人民と産

業は、これまでに知られているどの制度の下でよりも大きな恩恵を得てきたの

であった。また、その事実は我々自身の経験によって確証されているという。

逆に、保護貿易は生活し、働く上で良くない制度であることがわかったので、

先祖たちによって廃止されたのだという。ただし、このような主張に対しては、

いまや，時代は変った、保護貿易主義を取るドイツやアメリカが繁栄し拡大し

ている、という批判がなされ得るであろう。

この種の主張に対して、マニフェストは次のような反論を試みている。まず、

他の国々の経験を根拠として、イギリスにおける自由貿易繁栄論を支える要因

が変化した、あるいは、保謹貿易主義という50年前には極めて有害であったも

のが今日では我々の繁栄に不可欠になったと考えることは出来ない、という。

その理由として、輸入を減らすことによって輸出を増大させることはできない、

どのようなものであれ、保護貿易は物価の上昇を招き、国際間の交易条件の平

等化や雇用の拡大の助けにはならない、保護貿易を採用している国々の経験か

ら判断して食料への課税が人々の福祉に寄与するとは考えられない、といった

諸点を列挙している。この箇所の最後でマニフェストは、保護貿易を採用して

いる国が、まだ一部であることに着目し、他の国々が自由貿易を堅持し続けて

いることを心より歓迎する、と述べるとともに、個々の企業が外国の関税によっ

て妨害を受けている、という理由で、わが国の社会福祉、わが国の産業の偉大

さと拡大に不可欠であると信じている諸条件を犠牲にするつもりはない、と明

言している。

マニフェストは、上記のような経済的な理由だけでなく、道徳的な理由から

も保護貿易を批判する。すなわち、保護貿易制度はある特定の業種と金融グルー

プのためにコミュニティーを搾取する不道徳で抑圧的で卑しいものだというの
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である。また、保護貿易のような特定の受益者のために全体に課税するという

原理は公正で腐敗のない行政を危機に陥れる腐敗の原理であるとも述べている。

さらに、このような、特定の受益者に公的な出費を行う（publicendowment）

やりかたは、たとえ、最初はそうした意図はなかったにしても、必然的にトラ

ストなどの独占の方向へと作用するものであり、自由と進歩の最も重大な脅威

となり、民主主義の原理を侵害する、と主張している。また、特恵関税の採用

によって本国と帝国の関係を強化する、というジョセフ・チェンパレンの構想

に反対して、特恵関税によって帝国の紐帯を強めようとするいかなる試みも我々

を世界に対する財政戦争（Fiscalwar）に巻き込み、よい結果を生まない、

と主張している。

マニフェストによれば食料税の基礎の上に統合された帝国はその中心に分裂

をひきおこす力が存在する帝国となるであろう、と予言している。

これに続く箇所で、マニフェストは、自由貿易の原理と保護貿易の原理とを

適切に組み合わせることは可能である、保護貿易は外国の商品を排除すること

によって労働者に雇用を与え、外国が支払う関税収入によって納税者の負担を

軽減する生産者、消費者の双方に有益なものである、という主張を批判する。

マニフェストの筆者によれば、そのような主張は、真面目な人間なら一笑に付

すおとぎ話に過ぎなかった。また、どの国でも保護貿易が導入される際には漸

進的かつ試行的なやり方ではじめられるが、やがて、急な坂道を転がる石のよ

うに、途中で、そうした政策を始めた人々の意思を越えて暴走する、と述べる。

彼によれば、自由貿易の原理と保護貿易のそれとを組み合わせることなど出来

ない相談であった。

マニフェストの最後の部分で、自由党は、もし、政権に復帰したら、平和、

節約、自治、市民的、宗教的自由という自由主義の原理を堅持し、自由貿易に

対する攻撃に力の限り抵抗する、熱心な立法活動と行政によって長期にわたっ

て遅らされてきた社会的、経済的改革を確実に実現し、最近、生じた弊害を是

正する、と述べている。ただし、その具体的な内容については全く明らかにさ

れていない。また、外交政策に関して、保守党の外交政策には望ましくない点

が看取されたが、それを放棄すれば、保守党が、自由党政府の下でイギリスと
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近隣諸国との関係をこれまで決定してきた友好的で挑発的でない方法から逸脱

することなく、政策のかなりの部分を継続することが可能であったと述べてい

る。

1906年の選挙マニフェストにおいて、自由党は、保謹貿易の問題を主要な争

点として取り上げ、経済的効果の有無にとどまらず、道徳論議まで持ち出して、

保護貿易を批判した。また、財政問題等を取り上げて、保守等政府の過去の失

政と改革の遅れを指摘している。ただし、政権復帰後、具体的にどのような改

革を行うのかは、あいまいなままである。さらに、今後、必要となってくるで

あろう福祉と軍事費の増加をまかなうための財源問題＝増税問題についても一

切沈黙を守っている。また、保守党と自由党の外交政策の継続の可能性に言及

していることも注目される。このマニフェストにおいて、自由党は、自由貿易

派の保守党支持層に食い込むべく、1900年のマニフェストでは明確な目標とし

て掲げていた土地法改革と上院改革について言及することをやめ、その内容を

より穏健なものにした、ということが出来よう。

31910年の選挙マニフェスト

ロイドジョージのいわゆる「人民予算」を、上院が否決したことを景気とし

て行われた、1910年１月の総選挙における労働党の選挙マニフェストは、上院

及び大土地所有者との対決を前面に押し出すとともに、労働党独自の主張をい

くつか織り込んだものとなっている。ただし、土地に関して間接的な言及がな

されているのを除けば、社会主義的な主張は全くなされていない(?)。

このマニフェストは今回の総選挙を、上院の予算案否決によって押し付けら

れた、この国を統治するのは貴族なのか、それとも、人民なのかを決定する総

選挙である、と位置づけている。マニフェストは、まず、激しい上院批判を行っ

ている。それによれば、自分たちの階級利害のみを代表しているに過ぎない無

責任な団体である上院は下院が多くの時間を費やして制定した重要な法案をず

たずたに修正したり、破壊してきた。彼らは、それで満足することなく、今後、

課せられるべき税、それを負担する人、その使用目的を決定する権利まで要求
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している。また、下院の解散の日時を決定する権利も要求している、という。

これを踏まえて、マニフェストは、上院の権力が下院の意思に優越することを

やめさせる時が到来した、と結んでいる。

マニフェストは、これに続けて、大土地所有者階級を批判し、これと全面的

に対決する姿勢を打ち出している。この国は、大土地所有者に毎年、土地の価

値の増加という形で、彼らが働くことなく、数百万ポンドをポケットに入れる

ことを許してきた。それなのに、彼らは本来ならば国家に属すべき、彼らの土

地に対するわずかな税を支払うことにも反対している。彼らは、自分たちが人

民を収奪する権利を全力を挙げて守ろうとしている、という。労働党にとって、

今回の総選挙は、封建時代が過去のものであり、人民が封建領主に従って生活

する時代ではなくなったことを証明する好機であった。

この総選挙において有権者が決断を下すべき係争点は単純なもの、すなわ

ち、当時のイギリスの土地制度に根底的改革を加えるか否かであった。現行の

土地制度は農村を荒廃させ、産業に重い負担を課し、都市の発展を阻害し、資

本を機能不全にし、労働者を貧困化させるものであった。こうした批判を集約

するものとして、マニフェストは上院を去らしめよ（TheLordsMustgo）

というスローガンを特に大きな文字で書いている。

ここで、労働党の批判対象がもっぱら大土地所有者に集中されていることが

注目される。マニフェストは最後の部分でも、労働者階級と中産階級は相変わ

らず地方税、国税とも過重負担に苦しんでいる、この種の問題は人民から選ば

れ、人民と接触を持つ行動的で決断力のある独立した政党＝労働党の注目を必

要とする、と述べている。1910年１月の総選挙においても、労働党は階級政党

及び社会主義的な主張を一切前面に出さず、自由党との協力を継続する姿勢を

示しているのである。

マニフェストの残りの部分は、1906年以降労働党が実現した具体的な成果を

以下のように列挙している。①労使紛争において、労働組合に資本家が享受し

ているのと同じ自由を回復すること②老齢年金③住宅政策の改善④不労所得及

び土地の価値への課税による低所得者の負担軽減⑤失業問題に特別の注意を向

け、政府にこの問題の解決に取り組ませる。

－９９－



また、今後の課題として以下の諸点をあげている｡①労働権法の実現②救貧

法の解体と貧困の絶滅③非拠出制を堅持しつつ老齢年金の適用範囲を拡大増額

する④性的障壁も含めて選挙権に対する制限の廃止。ここで、注目すべきこと

は、1906年の総選挙の結果、無視し得ない勢力となった労働党が、自由党の協

力があったとはいえ、具体的な成果と今後の展望を語ることができるようになっ

た、ということである。1910年１月のマニフェストを比較する限り、労働党の

方が自由党よりも具体性のあるものになっている。

1910年１月の総選挙における自由党のマニフェストは、まず、国防費の増額

の必要性を指摘している1Ｈ１。それは、あらゆる要請に答え、帝国がさらされ

る可能性のあるすべての危険に優越する海軍を維持するために必要であった。

同時に、老齢年金の給付及び社会改革の更なる推進も新たな財源を必要とした。

赤字財政に陥らないで、こうした多様な要求を満たすためにはかなりの規模の

増税しかなかった、という。1909年の予算案は自由貿易の枠の中で、各階級、

コミュニティーの各利害間の公平な負担を実現するものであった。この予算案

は。土地課税の強化だけでなく、アルコール煙草、自動車などに対する課税

の強化などを含んでいたが、ぜいたく品、必需品でないもの、独占品に対する

課税であり、生活必需品には手をつけていない、と強調している。また、この

予算案は下院で、自由に、かつ十分に議論された後、圧倒的多数によって承認

されたものであった。しかし、いわゆる「関税改革論者」が裏で策動し、上院

を動かして予算案を否決させた、という。

上院のそうした行動は、前例のないものであり「国制」の伝統に反するもの

であった。また、上院の「国政」に反する行動は、「関税改革論者」を、致命

的な一撃から救うためのものであった。こうして、自由党のマニュフェストは、

今回の総選挙は、選挙によって選ばれた人民の政府の是非だけでなく、自由貿

易の問題も争点になっていると主張し、1906年の総選挙の再現を狙っているの

である。

1910年１２月の総選挙の際の労働党のマニフェストは1910年１月のものとは、

一変したものになっている'31.1909年12月に、最終決定が下った、いわゆる

オズボーン（Ｗ・VDsborne）判決により、労働組合が労働党を支持するため
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に資金援助を行うことが禁止されたのである。

これは、資金の多くを労働組合に依存していた労働党にとって深刻な打撃であっ

た。今回のマニフェストは前回のマニフェストと同じように（ＴｈｅＬｏｒｄｓ

ｍｕｓｔｇｏというスローガンが、見出しに採用されている。しかし、上院及び

大土地所有者に対する詳細な批判はなされていない。１月のマニフェストにお

いては全体の約40パーセント、18行が割かれていた上院及び大土地所有者に対

する批判は、１２月のマニフェストではわずか２行に減少している。これに代わっ

て、不正なオズボーン判決、下院議員に対する歳費支給という見出しが設けら

れ、労働党のこれらの問題に対する見解が述べられている。

まず、オズボーン判決について、マニフェストは、不正なオズボーン判決は、

国政、地方の双方において、組織化された労働者から、政治行動によって自ら

を守る力を奪うものであり撤回されなければならない、と述べている。また、

下院のドアが閉ざされたら、自分たちを守ることができるのか、と労働者に問

いかけている。また、オズボーン判決は労働者を大いに苦しめてきた悪意ある

判事による法律の最新の例に過ぎないとも述べている。

下院議員に対する歳費支給について、この問題は、オズボーン判決の撤回と

ともに労働組合の憲章となったとして、これを支持するように求めている。

次に、総選挙後の議会の取り組むべき課題として、労働権、健康保険、成年

選挙権＝婦人参政権、救貧法改革、工場の監督、学童に対する医療を上げてい

る.その際、注目されるのは、こうした改革は強力で独立した労働党が存在し

ないと考慮され得ない、と述べていることである。すなわち、1906年の及び

1910年１月のマニフェストでは決して用いられることのなかった独立した、と

いう言葉が使用されているのである。ただし、この段階の労働党が自由党との

対決に踏み切った、と判断することはできない。オズボーン判決が労働党の財

政に与えた影響か、1910年12月の総選挙における労働との立候補者数は56名で、

１月の78名に比べてかなり減少している。したがって、労働党が自由党に対抗

して、新たに候補者を立てたケースはごく僅かしか存在しないのである(h'１．

労働党の1910年12月のマニフェストに見られる上記のような変化は、労働党が

自由党との協力関係から次第に離れてゆく第一歩と見なさるべきであろう。
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自由党の1910年12月のマニフェストは上院の問題に論点を絞っている１''１。

ただし、この問題には民主的政府の将来がかかっている、という。すなわち、

自由な選挙によって選ばれた代表の手を通じて、人民は財政や行政上の政策だ

けでなく法律の制定についても支配権を持つべきではないか、と問いかけてい

る。マニフェストによれば、現在のようにトーリー党が支配する上院が、どん

なに数が少なくても、また、上院議員になった理由が偶然によるものであって

も、法律の成立を支配し、他方、自由党の法案は、常に、明らかに選挙で信任

を得たものであっても、公平なチャンスを与えられずにきた、と述べている。

保守党の選挙マニフェストは特に言及していないが、自由党の上院の権限を

縮小しようとする試みに対して、上院の権限そのものには手をふれず、構成を

変えることによって解決を図ろうとする試みもあったu２１。自由党のマニフェ

ストはこの試みを警戒し、そうした試みは真の対立点を隠蔽するものであり、

保守党に一方的に有利な第二院の存在と、それによる下院で可決された法案に

対する国民の意思に反した拒否権の行使という構図を変えるものではない、と

批判している。

41918年の選挙マニフェスト

第一次世界大戦後に行われた、初の総選挙である1918年12月の総選挙におけ

る労働党の選挙マニフェストは、その最後の部分で包括的かつ建設的と自画自

賛しているように、これまでのものに比べて、質量ともにはるかに充実したも

のとなっている。マニフェストは、まず、労働党が連立政権から離脱したこと

を述べ、今回のマニフェストを反動勢力に対する挑戦である、と位置づけてい

る心１．

マニフェストは、まず、国際協調の精神に基づく平和を提唱している。マニ

フェストは、労働者が兵士の供給源となり本国においては戦争の負担に耐え抜

いたことを挙げて、労働党は第一次世界大戦の勝利に少なからぬ貢献をなした、

と主張している。また、労働党が戦争目的として掲げた民主的外交は戦争に勝
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利した最も有力な要因の一つであるだけでなく、今後の、世界の再建において

も重要な要因とならなければならない、とする。マニフェストは、その現れと

して国際協調による平和を提唱する。その具体例として挙げられているのは秘

密外交とあらゆる形態の経済戦争に反対することを宣言している。また、講和

条約に、国際労働者憲章（IntemationalLabourCharter）を織り込むよう

に求めている。

次に、民主化の動きに干渉するな（HandsOffDemocracy)、という見出

しのもとで、労働党は、第一次世界大戦後の自由と民主主義の拡大を歓迎する、

と述べている。また、大陸ヨーロッパにおける民主化の動きに対して干渉しな

いように求め、特に、干渉軍のロシアからの撤兵を求めている。さらに、第二

インターナショナルの再建にも期待をかけている。

第三に、マニフェストは、アイルランドに自由を、という見出しのもとで。

労働党の戦争目的であった民主的外交はイギリスの植民地に対しても適用され

るべきであり、アイルランドとインドの主張どおりに、自決権を認め、さらに、

自由な国民からなる全コモンウェルスの臣民にも自決権は拡大されるべきだと

主張する。また、労働党のそうした主張は、軍国主義者、利権屋、官僚の利益

を排除し、勝利の成果が富める者や反動の利益のために浪費されないようにす

るためのものであり、党派的な利益をめざすものではない、と強調している。

第四に、マニフェストは徴兵制はいらない（NoConscription）という見出

しのもとに、戦争中に、大幅な市民的及び産業上の自由が停止されたと主張し、

戦争中の特別立法の廃止を要求している。具体的には国土防衛法（Defenceof

theRealmAct）徴兵法の廃止、政治犯の釈放を求めている。また、労働党

は自由なシチズンシップ、自由な議会、自由な言論を支持し、新聞に対する政

治的圧力に反対する、と述べている。

第五に、労働者に土地をという見出しのもとで、労働党は、土地の大規模な

再編計画を企図している、と述べる。また、それは、最も強力な既存利害と対

決することによってのみ実現可能である、という。さらに、土地の国有化が不

可欠である、と明言している。マニフェストによれば、土地は人民のものであ

り、増大しつつある農村人口に高い生活水準を供給するために、補助金や関税
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ではなく、土地を大土地所有者と反動から解放し科学的な方法によって開花A【

れねばならなかった。

第六に、百万戸の良質な住宅を、という見出しのもとで、最低、百万戸のｌｌＬ

質な住宅を国の費用で建設し、それを適正な家賃で貸し出すこと、公衆衛生に

関する関係機関を統合した新たな包括的公衆衛生法の制定、そこでは治療より

も予防に重点が置かれることなどが述べられている、また、自由で、階級の差

別のない奨学金制度を備えた万人に開かれた公教育の拡大、教育の質を最終的

に決定する教師に対する公正な待遇を求めている。

第七に、資本に対する課税という見出しのもとで、労働党の税に対する基本

方針が述べられている。労働党は貧しいものに負担をかける、として間接税に

反対する。また、自由貿易を支持し、関税には反対する。他の国からの劣悪な

労働条件を利用した不正競争による輸入に対しては、関税ではなく、そうした

劣悪な労働条件を不可能にする国際協定の締結によって解決すべきだと主張し

ている。次に、戦費をまかなうために発行した国債の償還のために、資本に対

する特別課税が提唱されている。戦争で財を成した者は、戦争の費用を払わな

ければならないとして、免税点を引き上げた上で、所得税の累進性を強化する

ように求めている。

第八に、産業民主制という見出しのもとに、労働党の経済政策が語られてい

る。そこでは、炭鉱、鉄道、海運、軍需産業、電力を決定的な重要性を持つ公

共的産業と位置づけ即時の国有化及び民主的規制を主張している。また、公私

両部門における労働組合の全面的承認と拡大が提唱され、そのことが、労働者

の社会的地位の向上、給与と労働条件の向上に役立つもの、と期待されている。

｢ナショナルミニマム」という言葉が選挙マニフェストとしては初めて用いら

れている:膿'。その具体的内容としては失業の恐怖の除去、普遍的な労働権の

承認と維持、労働時間の法的制限、工場の環境、安全、労災補償に関する徹底

的な改革立法が挙げられている。

第九に、真の女性の党という見出しのもとに、労働党の女性に対する政策が

取り上げられている。マニフェストによれば、女性を無視したり圧迫してきた

他の政党とは対照的に労働党は常に両性が対等の権利を持つことを支持してき
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た、という。政治的には完全な成年選挙権＝婦人参政権を支持し、産業におい

ては、男女同一賃金と男女を同一の労働組合に組織化することを支持してきた。

また、労働党の主張する労働者の賃金と旧兵士に対する年金の増額は彼らの妻

と家族にとって生活条件の改善を意味した、という。さらに、このマニフェス

トによれば、労働党こそが女性の党であり、女性だけの党など存在すべきでは

なかった。最後に、労働党と生協運動との密接な関係が強調され、労働党と生

協運動は反動と戦うという点で同一の運動であり、労働党は適正な価格、公正

な流通、不当な課税に対する抵抗などの点で、生協の主張を常に支持してきた

という。また、そうした行動は家庭の大蔵大臣である主婦を助けるものでもあっ

た、とされる。

以上見てきたように、これまでよりも、はるかに充実した政策を提示できる

ようになった1918年の労働党は、自分たちの綱領は民主主義の原理に基づく国

内及び国際的な公正を求めるものである、と規定し、この社会的公正と経済的

自由の綱領を支持するように、と自信を持って、有権者に呼びかけたのである。

これにひきかえ、1918年の総選挙におけるアスキス派のマニフェストは明ら

かに見劣りするものであった(15)。まず、アスキスは、第一次世界大戦に触れ、

大英帝国の他のメンバーが及びイタリアが連合国側に参戦し、徴兵法案が正式

の法律となったのも、イギリスが制海権を維持し続けたのも、増税によってイ

ギリスが自国の戦費をまかなうのみならず、他の同盟国の戦費の－部を肩代わ

りしたのも自分の首相在任中である、として、戦争の勝利における自らの貢献

を強調している。また、戦後処理については国際連盟の設立に期待をかけてい

る。

戦後の政策としては、自由貿易の堅持、第一次世界大戦の勃発によって延期

されたアイルランド自治法案の施行、個人の自由、表現の自由に対する戦争中

の規制の速やかな撤廃、自治領との交流の強化、自治権を賦与するというイン

ドに対する約束の履行を挙げている。

ただし、インドについては、全党派の合意のもとにという条件が付せられて

おり、実施が引き延ばされる余地を残していた。

戦後の再建政策については、兵士の救済と新しい社会秩序の形成に向けて土
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地、住宅、衛生、禁酒、産業の新しい条件などについて早急な措置が取られる

ものとされている。これに関連して、労働党の場合と同じようにナショナルミ

ニマムという言葉が使われている。しかし、あらかじめ決まった（cutand

dried）綱領にはしばられないという理由で、その具体的な内容については全

く触れていない。また、自由党、保守党、労働党のどの党の提案であってもア

スキス派の方針に沿うものであればこれを全面的に支持する、と述べ、極めて

あいまいな態度を取っている。自らを自由党の伝統の継承者と位置づけてはい

るもののアスキス派は今後の進むべき方向を見出し得ないまま、総選挙に臨ん

だということができよう。

中間総括

以上見てきたように、労働党の選挙マニフェストと自由党のそれとを比較し

てみると、労働党の議会政党としての進化過程及び自由党との関係が明らかに

なる。1900年のマニフェストおいては社会主義色を明確に打ち出していた労働

党は、自由党との選挙協力が進展した後の1906年のマニフェストでは独自色を

かなり押さえ、自由党と共通点の多いものとなっている。1910年１月の総選挙

においては、基本的には1906年の方針を踏襲しているが自分たちの具体的な成

果を列挙できるようになっている。しかし、1910年12月の総選挙においてはい

わゆるオズボーン判決に対する反発から、議員に対する歳費支給成年選挙権＝

婦人参政権、独自の社会立法など、より独自性の強い主張を掲げるようになる。

さらに、1918年の総選挙においては、再度社会主義的な主張を掲げるなど、さ

らに独自性を強めるとともに、アスキス派自由党よりもはるかに詳細かつ具体

的な政策を提示し得るようになるのである。

このようにして、労働党は、次第に独自性を持つ議会政党としての力量を高

めて行くのであるが、我々は、同時に、1918年の政治状況の特殊性についても

目を向ける必要がある。この総選挙の時点において、自由党は分裂し、アスキ

ス派自由党は今後の進路を決めかねていた。その後、自由党は再び統一され政

策を整備する。また、自由党と労働党は再び接近することになる。そうした政
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治状況の下で、労働党は、どのような点で自由党に配慮し、また、どのような

点で事故の独自性を発揮して行くのであろうか。この問題を解明することが次

の課題となる。

（註）

(1)そうした動向については、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）

同「リブ＝ラブ論の展開」（『琉球大学欧米文化論集』第40号、1995年〕同

「ジョージ・ハウエルの社会主義論」（『琉球大学欧米文化論集』第45号、

2001年）これらの諸稿では触れていないが、労働党の創立からブレア政権の

誕生までの労働党と自由党の関係を研究したＰ､Joyce,ReaJig"me7ztq/tﾉｶｅ

ＬＧ/tJAHUstol，ｙｑ／ｔﾉｶeReJatjo"sﾉtjp6etuueelzLj6e｢αJDemocratα"d

La6ourPQrties，1999はこの問題を考える上で必読の研究である。なお、

これまではグラッドストンの労働党の政策に対する影響力を認めなかったペ

リングの『労働党小史』も最新版である第12版では1930年代までの労働党は、

その国内政策に関してグラッドストン派自由主義の深い影響を受けていた、

と述べている。Ａ・ReidandHPelling,ＡＳ/torZHjsto”ｑ／t/ieLq60uLr

Purty，１２止Ｅｄ２００５．

(2)なお、最近では労働党の外交政策に注目が集まっている。RVickers,Ｔﾉie

EuoJⅡtjonq/La6ou7'sFbrejg〃Policy'900-1951,2003,ＨＲ､Winckler，

Ｂ〃tjshLa6ourSeehsaFbrejg〃Ｐｏｌｉｃｙ’900-1940,2005.

(3)TheLabourPartyGeneralElectionManifestol900inLDaleEd.，

Ｌａ６ｏｍｒＰｑｒｔｙＧｅ"eraノElectio〃ＭＪｍ/bstos,I900-I99Z200q本稿の労働

党の選挙マニフェストの出典は全てこの本によるので、今後、著書名は省略

する。

(4)TheLiberalPartyGeneralElectionManifestol900inLDale,Ｅｄ.，

Li6erα／Ｐα｢ｔｙＧｅ几era／Ｅ/ectjo几Ｍｍｊ/i2stos,I900-199Z200q本稿の自

由党の選挙マニフェストの出典は全てこの本によるので、今後、著者名は省

略する。
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(5)TheLabourPartyGeneralElectionManifestol906．

(6)TheLiberalPartyGeneralElectionManifestol906．

(7)TheLabourPartyGeneralElectionManifestol910January

(8)TheLiberalPartvGeneralElectionManifestol910January

(9)TheLabourPartyGeneralElectionManifestol910December

Oo）1910年12月の総選挙において、自由党に対抗して労働者の候補者が

立候補した選挙区は三つだけで、いずれも自由党の候補者が当選している。

(11）TheLiberalPartyGeneralElectionManifestol910December

(12）保守党の一部にそうした構想を持つものが存在した。Ｊ､Ｄ・Fair，Britjsh

Ime7partyCbn/bre"ｃｅｓ８ＡＳｍｄｙｑ／theProcedu7eq／ＣＯ几ciJjQtjo几ｉ〃

BritjshPoZitjcsl867-1921,1980．Ｃｈ．Ⅳ

(13）TheLabourPartyGeneralElectionManifestol918

(14）ナショナルミニマムに関するわが国の最近の研究としては名古忠行『イギ

リス社会主義の研究一ユートピアと福祉国家』法律文化社2002年第７章

(15）TheLiberalPartyGeneralElectionManifestol918

今回利用した史料集はアスキスの総選挙向け演説をマニフェストと見なし

ている。
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TheRelationsbetweentheLabourPatyandthe

LiberalPartyinthebeginningofthe20thcentury

Abstract

InthispaperltrytoinvestigatetherelationsbetweentheLabour

PartyandtheLiberalPartvbvcomparinggeneralelectionsmanifestos

ofthebothpartiesfroml900tol918・

Asaresultsofthisinvestigation，Icometothefollowingconclusions

①Atthegeneralelectionofl900，theaLabourrepresentation

Committeepublishedmanifestothatwassocialisticandfundamentallv

differentfromthatoftheLiberalParty．

②Atthegeneralelectionofl906，theLabourRepresentation

Committeeapublishedthemanifestothatdroppedoutsocialistic

demandsandsoughtacollaborationwiththeLiberalPartv

③But,aftergeneralelectionoftheDecemberl910,

TheLabourPartypubishedelectionmanifestosthatweredifferentfrom

thatoftheLiberalParty・ParticularlyTheManifestooftheLabour

Partyatthegeneralelectionｏｆｌ９１８，theLabourPartypublishedfar

betterandmoreconcreteelectionManifestothanthatoftheLiberal

Party．
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