いま、イギリス労働党がすごい

入門から一気にコアな議論にご案内
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TWT フェスで話す労働党党首ジェレミー・コービン/ Photo credit Jess Graham (TNI)

イギリスの最大野党（2018 年 11 月現在）である労働党はかつての全く違うリーダーシップで勢力
を急激に伸ばしている。イギリス最大のポリティカルフェス、ワールド・トランスフォームド・フ
ェスティバル（UK for the World Transformed Festival、以下 TWT フェス）の参加ルポをお届け
する。
9 月末の４日間、私は興奮と希望にあふれるリバプールにいた。リバプールはマンチェスターから
電車で 1 時間、サッカー好きなら馴染みのあるイギリスの北西部の都市。サッカーよりもビートル
ズの故郷と言ったほうが響く人も多いだろう。歴史的に労働党の支持基盤が強く、近年の党大会は
リバプールとブライトン交互に開催されている。私が主に参加したのは党大会と平行して行われた
「モメンタム（momentum、後述)」という労働党の草の根運動が様々な進歩的な組織と共同して行
うフェスティバル、TWT フェスだ。
9 月 25 日最終日、私は午前のセッションに招待されて、国民保健サービス（NHS）の民営化とイギ
リスの国際援助政策の議論を終えた。ほとんどの公共サービスを民営化したイギリスでかろうじて
公的管理を守る NHS は最後の砦となっている。労働党は NHS の民営化をストップし、適切な公的資
金を投入しその再建を目指している。また国際協力の分野ではイギリスは援助や融資を通じて自国
のモデルである民営化を途上国で推進してきた代表格の国であるが、現労働党はその政策を停止し、
すべての人が享受できる公的保健サービスや公教育の実現に注力するビジョンを打ち出した。

A Global NHS? Public Services Across Borders session/岸本聡子/Photo credit Jess Graham (TNI)

その後、私はくたくたではあったが、最後の夜の TWT フェスのセッション「Towards a Socialist
Government」へ向かった。会場は満員でセキュリティー上の理由からボランティアの人に入れない
と言われたが何とかもぐりこんだ。事実、立つ場所もないほど盛況。私は党首コービンとコンビを
組む影の財務大臣ジョン・マクドネル議員の話を聞きたかった。
※「影の」というのは二大政党制の英国は最大野党（現在は労働党）は、政権をとった場合の
模擬内閣として党内に影の内閣（Shadow Cabinet）が組織されており、すべての分野で影の大
臣がいる。たとえばレベッカ・ロング・バーレイは影のビジネス・エネルギー・産業政策大臣
であり、マクドネル議員と労働党の経済政策を牽引する。
このセッションは労働党内の「社会主義者キャンペーン」議員グループが主催した。彼らは 2015
年の党首選でコービンを擁立した議員たちで、トニー・ブレアが提唱した「第三の道」――市場原
理主義を部分的に取り入れた政治路線――が 20 年主流を占めてきた労働党内で勝利し、リーダー
シップを刷新した快挙をなしとげたグループだ。会場はエネルギー、情熱、希望、歓喜、変化への
熱望で湧き上がっていた。
「すべての議員たちは労働者とともに！」
「普通の人々とコミュニティーのために！」
緊縮財政の影響をもろに受けた人たちのために闘う、とソーシャリスト労働党のビジョンを掲げた。
そうした現在の労働党のリーダーシップが掲げる「社会主義」を私たちの知る旧来の社会主義と直
結させることは間違っている。党の挑戦は新しい労働者、コミュニティー、普通の人々が中心の開
かれた 21 世紀の新しい社会主義を確立することなのだ。コービンが党首になって 19 万人だった党
員は 54 万人になった。一方、与党保守党の党員は 12 万 4 千人である。「英国を再建する。多くの
人々のために、少数者のためではなく‘for the many, not the few’」という言葉が政治的なス
ローガンを超える現実味があるのが現在のイギリスであり労働党なのだ。

TWT フェスを主催するのは労働党の一部でもありながら絶妙な距離を保ち、党の民主化を求め、社
会的政策を引っ張る草の根政治運動「モメンタム」である。事実、モメンタムは労働党内で社会正
義や社会主義的な勢力を広げるために尽力し、モメンタムの貢献はコービン党首の誕生と切っても
切り離せない。TWT フェスは今年 3 回目の開催で前回の 5 千人を上回る規模となった。労働運動、

アーティスト、ユースムーブメント、研究者、政治家、NGO や国際連帯運動を広くつなげ真摯な政
策議論をするスペースを作り出している。党大会に参加する労働党の議員たちが積極的に TWT フェ
スの議論に参加し、TWT フェスの参加者が党大会にも足を運ぶ。TWT フェ
この度の党大会で発表された２つの新しい政策コミットメントが TWT フェスの参加者とメディアの
関心を引き付けた。

9 月 25 日党大会でのジョン・マクドネル議員のスピーチ

一つ目は水道、エネルギー、郵便、鉄道の大切な産業の公的なコントロールを取り戻すというもの
（マクドネル議員スピーチの動画ツイート）。これは再国有化とも表現され、2017 年の総選挙の際
に労働党のマニフェストにも組み込まれた。この政策は国民に大変人気が高く、総選挙の労働党の
躍進につながった（保守党が地盤固めのために行った 2017 年の総選挙が皮肉にも労働党を躍進さ
せたが、政権交代には至らなかった）。
党大会でこの政策を改めて提唱したマクドネル議員のスピーチは驚きではなかったが、選挙から 1
年を経てこの政策の詳細が具体化したことが重要である。彼は「過去を顧みる政策だと批判する人
がいるが、私たちが提案しているのは全く新しい政策だ。水やエネルギーといった重要な産業の公
的な所有によって今までにないレベルで労働者、市民、コミュニティーに経済的な権力を取り戻す
新しい挑戦なのだ。」水道の再国有化（英国は約 30 年前に完全に民営化した）の政策が一番進ん
でいるようだ。現在の９つの民営水道会社を民主的な管理と公的な精査の元にある９つの流域公共
水道機構に様変わりさせるための具体的な政策案「透明な水：公的所有の民主的で透明性のある現
代的な水道のビジョン」が公開された。
私は過去 15 年間、水を中心に公共サービスの民主化の研究活動をしてきたので自信をもって言え
る。もしこのビジョンに従って流域公共水道機構への移行を実現したら、世界でも一番民主的で水
道利用者の参画を統治に組み込んだ野心的な公的水道となるだろう。いみじくも 1989 年に水道完
全民営化をしたイギリス（正確にはイングランド）は水道サービスが極度に金融化され、高い水道
料金は施設投資に回らず投資家報酬と金融セクターに吸い取られてしまった。この民間水道ビジネ
スのスキャンダルは次々に報道され保守党議員もかばいきれなくなっている。一方、電力部門はビ
ック６と呼ばれる多国籍企業の独占状態となっている。
2017 年のマニフェストが発表されてから、党は党員を超えた多くの研究者、専門家、活動家たちを
招待して政策の具体化のための委員会を設置した。上記の報告書はこの委員会が尽力したものだ。
党の外から政策アドバイザーを採用し政策立案していくこの実験的な方法が、労働党に新しいエネ
ルギーを呼び込み、現在のラディカルで活気ある政策過程に貢献している。
さらに、マクドネル議員とバーレイ議員は水道や他の重要なサービスの「民主的な公的管理を実現
するためのコンサルテーション（PDF）」を発表した。これは委員会よりもさらに広く、国際的に

この分野の研究者や実践者から知恵と見地を集める作業である。私は英国に住んでもいないし、有
権者でもないけれども、私が持てる情報や分析を提供してこの労働党の政策の土台となる知識収集
作業に参加できる。これは革新的である。
二つ目の政策発表は私を含め多くの人を驚かせた。マクドネル議員は包括的所有ファンド
Inclusive Ownership Fund (IOF)の設立を法制化すると発表した。
IOF とは 250 人以上の従業員がいる企業で毎年少なくとも１％（最大 10％）の株を従業員に帰属す
る IOF に入れることを義務付けるというもの。つまり企業の株の一部を被雇用者が所有することを
意味する。この枠組みによって被雇用者一人につき毎年最高で 500 ポンドを報酬として受け取るこ
とができる。働く人が作った企業の財産の一部を株主だけでなく広く働く人に還元する再分配の仕
組みである。
IOF の恩恵を受けるのは比較的大きな会社の従業員のみで、学生、失業者、退職者、小さな企業や
非営利団体の職員や公務員は枠外だ。ロンドンの著名なシンクタンク、ニュー・エコノミック・フ
ァンデーションが提案する「市民財産ファンド（Citizens' Wealth Fund）」がこの政策の元にな
ったと思われる。市民財産ファンドは国家が設立し、市民が所有する一種の主権国家資産ファンド
で国の財産を運用し国民に分配する提案である。IOF はより包括的な市民財産ファンドへの最初の
一歩と理解することができる。とはいえ、IOF で 500 ポンドを従業員に還元した上での余剰分は国
家ファンドに投入され、その資産は一年で 21 億ポンドになると労働党は試算している。この資金
は公共サービスを充実させるために使うという。IOF は労働党支持者からの支持が高いのは予測で
きるが、世論調査によると保守党支持者も 39％（反対は 34％）が支持している。

YouGov poll on Labour's worker shares proposal / Photo credit yougov.com

政治に懐疑的な多くの人は、野党だったら責任なしに何でも言えるし選挙前の人気取り政策に過ぎ
ないと言うに違いない。それは事実だ。だからこそ、TWT フェスのような政局から距離を置いた政
策議論のスペースの存在が極めて重要だと思う。この 4 日間、どのように（投資家や一部の富裕層
だけでなく）社会全体が潤う新しい経済を作るか、そのための民主的な公的所有の形とその役割な
どなど深い議論が行われた。ラディカルなリーダーシップ率いる最大野党の労働党が近い将来国政
を担当する大きな可能性が見える今、議論の内容は現実的で具体的であった。TWT フェスは政策議
論だけでなく地域の中でモメンタムを広げるための戦略やメディアの活用術、アートエキシビショ
ン、映画上映、アート系ワークショップも充実し、10、20、30 代の若い参加者が中心的であったこ
とも希望を感じる。
労働党の優先課題や実現可能な政策だけでなく、さらなる未来をにらんだラディカルな議論も多く
あった。例えば、金融セクターをどうするか。今年 2018 年は折しも 2008 年の経済金融危機から 10
年の節目である。経済危機を引き起こした金融セクターや銀行の規制を求める世論はかき消された
だけでなく、「金融セクターは危機前よりも強固になり権力を握り、その上政府や公的資金でかつ

てないほどに守られている」と政治経済学者のアン・ペティファーは TWT フェスのパネルディスカ
ッションで言った。金融危機のしりぬぐいとしてイギリスや他のヨーロッパ各国で厳しい緊縮財政
（政府が公的な支出を抑えること）が正当化され、社会福祉や教育予算がカットされたのだ。この
構造は次の金融危機の危険が指摘される今も変わらない。
労働党は地域の実体経済にお金を貸したり投資する州立銀行の設立を提案しているものの、世界の
金融セクターでありその特権的な権力を行使するシティ・オブ・ロンドンをどうするかの議論には
踏み込んでいない。かつてエコノミストとしてシティ・オブ・ロンドンで働いたミッシェル・ボバ
ートは「銀行は普通の人々と実体経済のために働いていない。彼らは巨大な多国籍企業、金融セク
ター、株主のために働いている」と怒りを抑えれない。ボバートによると金融セクターの資金はた
った 5％が実体経済に流れる他は、金融アクターの投機目的で運用されている。このような不均衡
の中では公的な銀行を設立するだけでは不十分だ。さらに「銀行サービスは地域交通と同じように
社会に必要な公共サービスであるべき」とした上で「すべての銀行サービスを国の銀行に統一する
と言っているのではなく、銀行というシステムそのものが公共サービスとして民主的に統治される
べきで、その中心となるのは実体経済への投資と貸付である」とボバートは言う。至極もっともで
はないか。絶大な権力で世界を支配する金融セクターに挑戦するのは並大抵のことではない。しか
しだからこそタブーを超えたラディカルな視点や提案が必要とされるのだ。そして結局のところ変
革は政治の力を持ってしかできないだ。
最後にブレグジット（欧州連合からのイギリス脱退）についてである。TWT フェスがこの分断的な
テーマを中心的なテーマから避けたのは十分に理解できる。しかし労働党大会はそうはいかない。
党内はブレグジットをめぐって意見が分かれているとは言え、「もし総選挙が近い未来に実現しな
ければ、第二回目の国民投票の開催も含めてテーブル上のすべての選択肢を検討する」という旨の
動議（The Guadian 記事）を採択した。労働党はあくまでも総選挙の要求を最優先にしているが、
第二回目の国民投票（People’s Vote）を求める声が拡大している背景がある。その勢力の中心は
EU に留まることを求める若年層であり、労働党の支持層と重なるのだ。
ビジネス界は即座に労働党の社会主義的な経済政策を攻撃した。ビジネス界は今まで謳歌してきた
低い税制などの権益は失いたくないのだからまったく驚きはない。私が多少動揺したのはイギリス
外の左派勢力が労働党の政策はもっと革新的で国際的であるべきだという批判を聞いたときだ。こ
こは左派としてはっきりと言いたい。批判するのは容易いが、ラディカルな左派は現在の労働党を
応援せずに批判する余裕などあるのだろうか？労働者への富の再分配と経済の民主化を具体的に議
論する国政レベルの土壌が世界の他にどこにあるのだろうか？ あったとして、それが実際に国政
を担うチャンスはどれだけあるのか。新自由主義が深く浸透した現在、現在の労働党は富の格差や
貧困に立ち向かう歴史的な機会を創造している。そして富裕層のためではなく普通の多数の人々た
めの経済はどんな形なのかを模索しているのである。
少なくとも私は歴史的な可能性があるとみている。40 代半ばの私は日本ではロストジェネレーショ
ンど真ん中だし、福祉国家が衰退していく中で格差が広がり貧困がどんどん身近になっていく過程
を生きてきた。そして私の息子たちは市場がすべて決める新自由主義の社会しか知らないのだ。き
ょうび 10 代、20 代は住宅は普通の労働者が支払える価格であったことも知らないし、富裕層１％
になる以外の夢を抱くことも容易ではない。多くのイギリス人と同様に私は、労働者や普通の人々
の謙虚な願いを重視する政治を見てみたい。そして希望が国境を越えるため、種をせっせと蒔き続
ける。
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