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１．はじめに 

佐倉に来たのは初めてですが、先ほど歴史のある土地柄だということを伺いました。私の友人が敬愛

短期大学に勤めていた関係で、佐倉という地名は良く存じ上げていました。この講座が来年で 30 周年

を迎えるということもお聞きして、知的レベルが非常に高いところなのだなあと感銘を受けています。 

今日は資料の量が多いですが、全体のイメージが把握できるような形でお話をさせていただきます。 

今日の骨子としては、まず、ＥＵに関して入門的な話をした後、5 項目についてお話ししていきます。

一つめは、ＥＵの歪みをもたらしたものについてですが、2017 年に主要国で選挙があってポピュリズム

危機といわれた時期がありましたので、そのことを振り返ります。その後本論に入って、欧州ポピュリ

ズムとは何なのか、次に欧州ポピュリズムは何故出現したのか、更に欧州ポピュリズムはＥＵに何をも

たらすのか、結びとしてリベラルＥＵはどうなるのか、ＥＵの将来像について話を進めていきます。 

 

２．ＥＵ入門 

欧州石炭鉄鋼共同体が最初に設立され、欧州経済共同体（ＥＥＣ）、欧州共同体（ＥＣ）を経て欧州連

合（ＥＵ）が設立されて 25 年になります。この先どうなるのかについて、ＥＵ自身は設計図を持ってい

るわけではありません。欧州統合によって欧州連邦になる、というようなことについては何も合意され

ずに進んできているというのがＥＵの特徴です。そこで出てくる質問が、はたしてＥＵは国家なのかと

いうことです。普通国家の三要素というのは、領域（土地）、国民（人々）、そして主権であって、この

3 つがあるかどうかで国家かどうかが決まると言われています。ＥＵにそれが当てはまるかどうかとい

うと微妙です。ＥＵは域内市場、単一市場とも言いますが、複数の国家で一つのマーケットを持ってい

て、その域内市場の定義が、物・人・サービス・資本の自由移動が確保される領域ということになって

います。また、ＥＵ市民というコンセプトがあって、加盟国の国籍を持っていれば上乗せでＥＵ市民に

なれるということになっています。そして、ＥＵは主権を持っていませんが、加盟国が一部の主権をＥ

Ｕに委譲して共同行使するというコンセプトで動いていますので、国家とは言えないが国家であるかの

ような曖昧なところがあるという特徴を持っています。ということで、ＥＵは単一の国家ではないので

すが、国際連合のような国際機構よりは先に進んでいて国家未満である。つまり国際機構≦ＥＵ＜国家

ということになると思います。国際機構＜ＥＵではなく国際機構≦ＥＵとしたのは、学者の中にはＥＵ

は国際機構そのものだという方もいますので、そういった意見を尊重してイコールを付けました。 

 ではＥＵはどのような統治機構を持っているのか。日本の場合の統治機構では主権は国民にあり、立

法権は国会に、行政権は内閣に、司法権は裁判所にという三権分立によって抑制と均衡が形成されてい

ると説明されます。アメリカの場合は三権がもっと明確で、大統領と連邦議会と裁判所、に別れている

わけです。一方、国連のような一般の国際機構の場合は統治機構

に共通点があって右図のようになります。まず加盟国の代表全員

が集まる総会、例えば国連総会があります。また、いつも全員が

集まれないので、一部の国々が代表として集まってその国際機構

を運営する理事会というものがあります。例えば国連の安全保障

理事会などがそうです。そしてそれらを支える事務局があって、

それぞれの下部機関がある場合もあります。このような形態が一

般の国際機構の特徴です。国際連合の場合は、総会があって、そ

れ以外に安全保障理事会や経済社会理事会があって、それらを事

務局が支えているという構図になっています。ではＥＵはどうかということを見てみますと、ＥＵの機



構は右図のようになっています。一番上にある欧州理事会とい

うのが首脳会議で、ここでＥＵの基本方針が決められます。左下

にある理事会は閣僚が集まる理事会であって、これに加えてコ

ミッション（欧州委員会）、欧州議会の三つで具体的な政策や法

律を決めることになっています。国際機構の総会に相当するの

はＥＵでは何なのかという疑問がわき、欧州議会が総会のよう

に見えますが、ＥＵの場合、欧州議会議員は国家の代表ではあり

ません。国家の代表が集まるということでは首脳会議である欧

州理事会と大臣が集まる理事会があって、この二つが国連総会

的なものになります。そういうわけで、ＥＵの場合は普通の常識

が通用しない面があるといえます。もう少し分かりやすくしたも

のが右図になります。まず、欧州理事会（＝首脳会議）がＥＵの

基本方針を決めます。それを受けてコミッション（欧州委員会）

がＥＵの政策の原案や法案を作ります。それを閣僚理事会と欧州

議会にかけて、両方の賛成が得られたらＥＵの政策や立法が決ま

るということになっています。このようなシステムも国家に近い

かなと思います。コミッションの委員は任命制で 1 名/国なので

28 名います。独立性を与えられていて、ＥＵ全体の利益を考え法案を作ることになっています。理事会

は国益を背負った閣僚（大臣）の集まりなのでここで国益を調整します。欧州議会は各国の直接選挙で

選ばれた民主的正当性を持った人達なので、民主的コントロールをするという役目を果たしているわけ

です。 

 理事会の決め方は特定多数決という決め方です（右図）。単純

多数決で決めると票の重さにかなりの差が出てしまいます。例え

ば、ドイツの人口 8000 万人強と地中海の小さな島であるマルタ

の人口 40 万人強を比べると 200 倍の違いになりますが、その 2

国が同じ 1 票の投票ではあまり民主的ではないということで特

定多数決という方法を使っています。これは加盟国の数の 55％

以上であって、賛成した国の人口の合計がＥＵ全人口（約 5 億

人）の 65％以上という両方の条件を満たすと決定が成立するというもので、国の数と人口のバランスを

とった方法であると言えます。 

ＥＵの統治機構は国連などよりは権限は強いのですが、国家と比べると分権的な特徴があって、立法

権は一部持っているものの補完性原則というものがあります。これは権限があっても国レベルでやった

方がいい場合はそちらを優先するというものです。行政は間接行政が原則です。間接行政というのはＥ

Ｕで立法してそれを行政で実行するのは各国の役所でやるということです。直接行政は例外ですが、一

部ＥＵで直接に行政をやった方がいい場合があるので、その場合はコミッションが担当することになり

ます。司法はルクセンブルクという小さな都市にＥＵ司法裁判所というものをつくってありますが、5

億人、28 カ国なので実際に司法権を担当するのは各国の裁判所の協力がないと出来ません。以上のよう

に、ＥＵの統治機構というのは非常に分権的な特徴を持っています。 

ＥＵの行動を決める原則として、ＥＵが行動を開始するまでに 3 つのハードルがあります。一つ目は

個別授権原則というもので、そもそもＥＵにそれをする権限はあるのかということです。それが何で判

断できるかというと、ＥＵの憲法にあたるＥＵ基本条約というものがあって、そこに何をして良いか、

何が出来るかといったことが書かれていますのでそれが基準になります。それに照らしてＥＵに権限が

あるということになると、次のハードルは補完性原則で、これはＥＵがその権限を使うべきかどうかの

判断です。ＥＵに権限があっても地方自治体でやった方がいいのではないか、中央政府でやった方がい

いのではないか、そうなった場合はＥＵに権限があってもＥＵは遠慮してくださいという基準で、でき



るだけ住民に近い役所や政府で行動した方がいいという基準です。これは歴史的にはローマ・カトリッ

ク教会の伝統で始まったことのようです。補完性原則をクリアして、例えばＥＵ全体の環境汚染の問題

なのでＥＵがやった方がよい、ということになると次に比例制原則という三つ目のハードルがあります。

これはどのように行使すべきかという使い方の問題で、一つの目的を達成するのにＡ，Ｂ，Ｃという三

つの手段がある場合、住民にとって最も負担が少ないものを選びなさいということです。この場合の比

例は目的と手段を比例させるという意味で、住民の負担をできるだけ軽くするものを選択しなさいとい

うことです。これらのことを全てクリアしてはじめて、ＥＵが行動できるということになっています。 

ＥＵがどのような分野で仕事をしているかですが、域内市場において物・人・サービス・資本の自由

移動をつくるというのが現在でも主要な仕事です。つまり、千葉県から東京都に入るときにパスポート

を見せるとか、税関職員に所持品を見せるとかは必要ありません。そういう千葉県と東京都のような関

係をフランスとドイツの間にもつくりたい、というのが域内市場という考え方です。国家は別々に存在

するが国境はない状態にしよう、というのが域内市場の考え方です。そして、それを進めていくと一つ

のマーケットなら一つの通貨の方がいいということになって、単一通貨であるユーロを導入したわけで

す。また、一つのマーケット内で人々が自由に動くけれど、外から移民や難民がやってきたら国境管理

などをどうするかといったこともＥＵレベルでやるということになります。また、国境を越えた環境汚

染に関する環境政策や、人が自由に動くことに伴う社会保障政策などがＥＵの政策に入っています。対

外的には、例えば日本とＥＵが経済連携協定というものに署名して、来年の 2 月に発効しますが、これ

は各国がバラバラに交渉するのではなくＥＵが代表となって単独で日本と交渉するわけで、そのように

してＥＵは対外政策を進めます。ＥＵの活動はそういう特徴を持っています。ということは、ＥＵは単

一のルールで動くことが必要で、各国がバラバラでは都合が悪いわけです。ですからＥＵの憲法にあた

る基本条約とそれを基につくられたＥＵ立法が各国のルールより上位でないとＥＵは運営できません。

これはＥＵ法の優越という原則になっており、ＥＵが関係している分野では各国の憲法よりも上である

という仕組みになっています。 

右の写真の方がジャン・モネというフランス人で、何人かいる

欧州統合の父といわれる方々の内の一人です。報道でＥＵ大統

領と聞いたことがあるかも知れませんが、あれは実は間違いで、

英語では President of the European Council になるのですがこ

の場合の President は議長という意味で、欧州理事会常任議長

が正しいです。現在はポーランドの元首相であるドナルド・トゥ

スクさんが務めています。欧州理事会や閣僚理事会はブリュッ

セルにある建物が所在地です。コミッション（＝欧州委員会）の

委員長はジャン＝クロード・ユンカーというルクセンブルクの元首相です。コミッションが所在する建

物は、欧州理事会の開かれるブリュッセルの建物の真向かいにあります。欧州議会の議長は、イタリア

人のアントニオ・タヤーニという人です。欧州議会の本会議はフランスのストラスブールという場所に

置かれています。ＥＵ司法裁判所の長官はベルギーの大学教授だったクーン・レナールツという人で、

ＥＵ司法裁判所はルクセンブルクにあります。 

 

２．ＥＵの歪みをもたらしたもの－2017年ポピュリズム危機とその後 

ここまでＥＵを概観してきましたが、ここから本論に入っていきます。2017 年に起こったポピュリズ

ム危機の背景を見ると、2010 年以降に欧州債務危機が起こり、ギリシャやスペインで緊縮財政をしなけ

ればいけないことになりました。2015 年には欧州難民危機が起こり、特にシリア、トルコ経由でヨーロ

ッパに 100 万人以上の難民が押し寄せることになりました。そして、2016 年には今でも揉めています

が、国民投票でイギリスがＥＵを離脱するという意思を表明しました。そういう一連の危機の後に 2017

年にオランダ、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコで国政選挙が行われ、このとき反ＥＵのポピ

ュリスト政党が勢力を伸ばすということが世論調査で分かってきて、そうなったらＥＵはどうなるのか



ということがかなり心配されました。難民危機については、ピークは 2015 年でそれを境に激減し現在

は小康状態になっています。2017 年の 3 月がオランダの総選挙で、ヘルト・ウィルダースという人が率

いる極右勢力の自由党が第 1 党になることが有力視されていたのですが、結局第 2 党に終わって連立政

権には入れないでいます。私が一番心配したのは、フランスの大

統領選挙でした（右図）。マリーヌ・ルペンという極右の人が大

統領になったらＥＵは活動停止になってしまうのではないか、と

思って心配しました。その心配の通り、第一回投票で現大統領の

マクロンさんが 24％、ルペンさんが 21％だったのでかなり接近

していたのです。幸いにも決選投票でマクロンさんが 66％、ル

ペンさんが 34％だったので現在フランスは反ＥＵにはなってい

ませんが、次は分かりません。今のマクロン大統領が失敗すると、次はマリーヌ・ルペンかも知れない

という世論調査が出ているからです。もう一つ心配な国がドイツで、難民危機で難民がドイツに殆ど入

ってきたわけですから、反移民と反ＥＵを一緒に主張している「ドイツのための選択肢」（ＡｆＤ）とい

う政党が急速に勢力を伸ばし、昨年の総選挙では 709 議席の内 92 議席を占めて、いきなり第 3 党に躍

り出るという結果になりました。ドイツでもポピュリスト政党が躍進してしまったかという感じがしま

す。その後 10 月 14 日のバイエルン州の選挙で与党であるキリスト教社会同盟が大敗しました。また、

10 月 28 日のヘッセン州の州議会選挙でもキリスト教民主同盟と社民党が共に大敗してＡｆＤと緑の党

が伸び、中道右派、中道左派の党が軒並み落ち込む結果となりました。ドイツの場合は右のＡｆＤと左

の緑の党が伸びているということで、極右だけでなく左派も伸びるという多極化、両極化が起きていま

す。この結果を受けてメルケルさんは 12 月のキリスト教民主同盟の党首選には立候補しないことにな

り、また 2021 年には首相を退任するという状況に追い込まれたわけです。 

2017 年 10 月 15 日にはオーストリアで総選挙があって、もの凄い極右でナチスの流れをくんでいる

自由党が、第 1 党を確保した中道右派の国民党と連立政権を組むことになりました。そして自由党のハ

インツ＝クリスティアン・シュトラッヘ党首が副首相になるという状況になっています。その 1 週間後

にチェコでも総選挙があって、「ＡＮＯ」という政党が第 1 党になり、反難民・反ユーロのハビシュさん

という人が現在連立を組んで首相を務めています。さらに、今年の 3 月にはイタリアで総選挙があり、

極右政党の「同盟」と「五つ星運動」が主義主張は異なるものの、ポピュリスト政党ということでは共

通であることから連立を組んでいます。ハンガリーではリベラリズムを否定する「フィデス」という政

党が選挙で圧勝して党首のオルバーンさんが首相を務めています。スウェーデンでも 9 月に総選挙があ

りました。極右の民主党が勢力を持っていて、移民、難民に対して極右は受け入れ凍結を掲げ、それに

引きずられて他の政党も受け入れを制限する方向に向かっています。また極右だけがＥＵ離脱を問う国

民投票をやろうとしています。結局、中道右派と中道左派が互角の戦いをしていますが過半数に達して

いないので、まだ首相は決まっていないと思います。第 1 党と第 2 党が 144 と 143 の 1 議席差であり、

極右が 62 議席でキャスティングボードを握っていますが、どちらも極右とは組まないことになってい

るので宙ぶらりんの状態です。 

まとめますと、各国で去年からの総選挙によって、ＥＵ内では

ポピュリスト政党が第 2 党になったり連立政権に入る、或いは

首相を出すといったことになっていて、その傾向が止まっていな

いということです（右図）。つまりＥＵ諸国でポピュリストの台

頭が続いていて、これからもそういうことが起こるだろうという

ことになります。ポピュリズムというのは一過性の問題ではなく

持続的な脅威であって、いつまたどこかでポピュリスト政党の首相や大統領が生まれるかも知れないと

いうことです。 

 

３．欧州ポピュリズムとは何か 



 欧州ポピュリズムの本を書くとき、定義を探すために色々な文献を調査したところ、一番良かったの

は民主主義百科事典というものでした。それによれば、「特権的エリートに対抗して一般大衆の利益、文

化的特性および自然な感情を強調する政治運動」、「正当化のために、ポピュリストはしばしば、チェッ

ク・アンド・バランスや少数派の権利にあまり配慮することなく、直接に、すなわち大衆集会、国民（住

民）投票や、大衆民主主義の他の形を通じて、多数派の意志に訴える」とあります。つまり、エリート

に対抗するということと、自分達は民衆の代表で私達こそ多数派の意思なのだ、という主張をするわけ

です。欧州ポピュリズムというのは、要するに無垢の民衆＝罪のない民衆 vs 腐敗したエリートという対

立軸をつくり、ポピュリスト政党は自分達こそ民衆の代表だと主張する、そういう姿勢が一貫している

というのが特徴になっています。無垢の民衆をポピュリストが守っていてエリートは腐敗しているので、

エリートの作り上げた政権は倒せということになるわけです。 

ヨーロッパのポピュリズムは大きくは二つに分かれていて、一つは排外主義・ポピュリズムで、これ

は狭いナショナリズムと自国民限定の福祉国家を主張します。つまり、外国人は出て行けということで

す。そして移民や文化に優劣はないという多文化主義の考え方を否定します。例としてはフランスのマ

リーヌ・ルペンやドイツのＡｆＤ、オランダの自由党などが排外主義・ポピュリズムを主張しています。

もう一つのポピュリズムグループは反リベラル・ポピュリズムで、これは民主主義には従うがリベラリ

ズムには反対する、という考え方を持ちます。そして司法権の独立は尊重しない、メディアの中立性も

無視して統制する、少数民族や少数派を軽視するなど、要するに多数派の意思一辺倒で活動するという

のがこのグループです。これは大体東ヨーロッパの国に多く、ハンガリーやポーランドなどに存在しま

す。ハンガリーではオルバン首相率いる「フィデス＝ハンガリー市民同盟」、ポーランドではカチンスキ

党首の「法と正義」、この二つが代表格です。この二人は非常に仲が良いです。 

言葉の整理ですが（右図）、欧州懐疑主義（Euroscepticism）

という言葉があります。欧州・ポピュリズムを排外主義と反リベ

ラルに分けて、排外主義・ポピュリズムは「ハード」、「ハード」

というのは反ＥＵ、ＥＵ離脱・脱退ということです。反リベラル・

ポピュリズムの方は「ソフト」で、「ソフト」というのは、反Ｅ

ＵだがＥＵからは脱退しないということです。ハンガリーはＥ

Ｕ脱退などと言ったことは一度もなく、むしろＥＵに留まって

補助金をもらおう、ＥＵ内部から改善しようとしています。一

方、フランスのルペンなどはＥＵから脱退しようと言っています。また、排外主義・ポピュリズムは右

派が多く、反リベラル・ポピュリズムは右派、左派両方があります。 

ここでリベラル・デモクラシーというもののおさらいをしておきます。リベラル・デモクラシーとい

うのは、立憲民主主義とほぼ同じ意味で、リベラルの柱とデモクラシーの柱があります。リベラルの柱

というのは法の支配です。国家の最高権威は法にあるべきだという考え方で、権力の恣意的な行使に対

して個人を守ろうという考え方をもとに、法をよりどころにしてチェック・アンド・バランスで権力を

抑制しようというものです。それに対してデモクラシー＝民主主義の柱というのは、多数派の意思が一

番なのだということです。法は間違うこともあるので、人民の一般的な共通の意思が重要なのだという

ことです。これは間違いではないですが、多数派にも誤りがあることがあるので、どのようにバランス

をとるかというのが、リベラル・デモクラシーなのです。つまり、リベラル・デモクラシーでは法の支

配も多数派の意思も両方とも尊重しなければいけないということです。リベラル・デモクラシーで良い

ことは、選挙で負けても負けた方の候補者が殺されたり国外逃亡しなければいけないようなことがない

ことです。けれど、アフリカの国々によっては選挙に負けたら殺されるかも知れないというようなこと

があるわけで、次には勝つチャンスが残されているのがリベラル・デモクラシーで日本もそうです。で

すが、ポピュリズムというのはこのリベラル・デモクラシーが大嫌いです。というのはデモクラシーオ

ンリーであり、多数派の意思が大事なのであって、多数派の意思を邪魔するものは全て潰すという考え

方だからです。ですから、裁判所も嫌い、政権を批判するメディアも嫌いでハンガリーなどでは最高裁



判所法を改正して自分達に有利な人達を恣意的に憲法裁判所に送り込むようなことをやっています。 

リベラル・デモクラシーは、リベラリズムとデモクラシーのバ

ランスをとるという考え方（右図）ですが、ポピュリズムはとに

かくデモクラシー一辺倒で過剰な多数派支配という状況に陥り

ます。リベラリズムだけになると過剰な少数派支配になって急

進的多元主義などと呼ばれますが、これには実際の例はありま

せん。 

ではリベラル・デモクラシーから見たときＥＵはどの辺りに

いるのかというと、ＥＵはリベラル・デモクラシーのリベラルな部分にあります。これはＥＵの主要機

関であるコミッション、欧州議会、ＥＵ司法裁判所、欧州中央銀行全てにおいて、関係者が選挙で選ば

れないからです。つまり、独立性を持っていて且つ非多数派機関でＥＵの政策が決められているからで

す。ここでいう非多数派機関というのは選挙で選ばれない機関のことをいいますが、日本では日銀がそ

れにあたります。政策権限でいうと、ＥＵは規制撤廃、再規制、物・人・サービス・資本の自由移動や

競争政策を担当していて、加盟国は社会政策や税制といった再分配を行うという分担制になっているの

です。そうすると、自由移動や競争というのは弱者切り捨てのようなイメージがあって、そういう自由

移動や競争が各国の社会政策を妨げている、という考え方に陥りやすくなります。すなわち、ＥＵを運

営しているのが非多数派機関であり、ＥＵの政策は各国レベルで出来ない、各国レベルでやりたくない

ことをやっているので、各国のポピュリスト政党、政府はＥＵとはなんだ、選挙で選ばれていないのに

国民を無視するような行動をしている、という考えを持つことになります。また、ポピュリストからグ

ローバル化の手先と見なされ、ＥＵは国家のアイデンティティも毀損している血も涙もない集団だ、と

いうようないわれのない批判も受けます。 

ＥＵを「インプットの正当性」と「アウトプットの正当性」から見てみます。「インプットの正当性」

とは民意による正当性、つまり選挙を経た機関であるかどうかということですが、ＥＵにはあまり「イ

ンプットの正当性」はありません。一方、ＥＵは経済的利益をもたらすという「アウトプットの正当性」

をもとに受け入れられてきたわけですが、ユーロ危機や難民危機でそれも怪しくなってきました。ＥＵ

自体の調子が悪いこともあってポピュリストの批判がより高まっているという状況になっています。そ

してＥＵが超国家的な統合をして選挙を経ていないテクノクラート（専門技術的な）集団によって勝手

に運営されている、多数派は無視されている。むしろ、国家の自立性やアイデンティティが失われてい

る。それでポピュリストはコントロールを取り戻せ、Take back control と声高に叫び、ＥＵをやっつけ

ろ、ＥＵを支持するような政治家もやっつけろと攻撃を始めるわけです。 

 

４．欧州ポピュリズムはなぜ出現したのか 

欧州に限らず一般的にポピュリズムが発生する要因というの

は右図のようになります。この図で需要サイド＝国民サイドで

あり、供給サイド＝政治家サイドです。需要サイドの国内的要因

は社会的不満の増大で、国際要因はデモンストレーション効果、

これは他の国でポピュリスト政党が上手くいっているような状

況があるとそれを真似するという効果です。供給サイドで国内

要因となるのは主要政治勢力間の収斂です。例えばドイツのよ

うに中道右派、中道左派が大連立を組むことになると政策が似てきます。そうすると従来の中道右派、

中道左派の中にこれは我々の政策とは違うという層が出てくるわけです。そういった人達が、自分達の

意志を代弁していないということでポピュリズムに走るということが起こります。もう一つは反コスモ

ポリタン感情の利用で、これは移民や外国人が増えたときに、外国人と犯罪の発生率を無理に結びつけ

批判して、今の政党は良くない、対してポピュリスト政党は頑張っているということになって勢力を伸

ばすということです。 



ところが、ＥＵの場合には各国レベルとは少し異なる要素があ

ります（右図）。これは欧州ポピュリズムの構造的要因と呼ばれ

ています。ピーター・メアという比較政治の先生がＥＵという

のはこのように見るべきであると言っています。要するに、ポ

ピュリズムに基づく大衆民主主義は近視眼的な傾向に陥りがち

である。例えば、選挙で人気取りに走ると近視眼的になってし

まうので、選挙に依らない非多数派機関として置かれたのがＥ

Ｕなのです。例えば、日本では選挙が最長で 4 年ごとに行われることになっていますが、次の選挙で勝

つためにどのような政策をとるべきかということに思考が支配されてしまう。20 年後、30 年後の日本

を見据えても選挙で勝たないことにはどうにもならないので、どうしても次の選挙のための政策になっ

てしまいます。ピーター・メアという人は、民主主義はそういう構造的要因を持っているが、そういう

欠点を補完するのがＥＵの役割である。すなわち、ＥＵなら長期的に各国のために良いことが出来ると

いうこと言っているわけです。この先生はアイルランド出身の方で残念ながら亡くなられました。 

ＥＵは各国の選挙や民主主義からは距離を置き、つまり「隔離」し、テクノクラート＝専門技術的な解

決策で問題を解決しようとしていて、政治に巻き込まれないようにしてきました。そして、各国バラバ

ラでは出来ないような問題を、選挙を経ない人達が解決しようと活動してきたのです。その結果、国内

政治が「空洞化」する、つまり各国がやらない部分が増えてそれをＥＵがやるという側面が出てきます。

ＥＵに仕事が増えると国家の仕事が減るので、各国の政党が競う政策スペースが少なくなって、ＥＵの

権限が拡大してきます。つまり、各国政府や政党の権限も縮小していくことになり、各国の民主主義的

な決定範囲が狭くなるという結果になります。ポピュリストはＥＵや各国の状況を非多数派支配である

ことから「民主主義の赤字」であると言うようになり、ＥＵを元凶として批判を強めていく。ＥＵを使

ってきたのは各国の政治家なのですが、ポピュリストはＥＵが一

元的に悪いと結論づけるわけです。右図のようにＥＵの存在によ

って、確かに各国の政府、政党の政策の範囲、手段や権限は減少

するわけですが、その分を非多数派機関であるＥＵが政治的な争

いをしない形で政策として実施し、国内政治が「空洞化」する一

方で、ＥＵは国内政治から「隔離」されて選挙に左右されない長

期的な政策を遂行できる、そういう形でやってきたということな

のです。 

なぜこのようなＥＵが構築されたのか。ＥＵというのは代表制民主主義の機能不全に対する解決策な

のです。従来の民主主義だけでは出来ないことを行うためにＥＵという政体ができたのだということで

す。例えば政府の累積債務が膨張していくと将来どうなるのか、という問題が起きますが、4 年ごとに

選挙があると選挙のために財政支出を増やせば良いという考え方になってしまい、そういう場当たり的、

人気取りの政策ではいけない。それで、長期的な政策を立案遂行できる、そういう装置が必要であると

考えて、戦後ヨーロッパの政治家達が構築したのがＥＵだったわけです。 

ドイツのシンクタンクの元所長クリストフ・バートラム氏は右

図のように言っています。つまり、各国レベルの政治家達ができ

ないことをＥＵにやらせるわけですが、ＥＵがやって批判が出

たら、これは我々ではなくＥＵがやっていることであり言うこ

とを聞かざるを得ないのだ、と逃げられる、そういう存在になっ

ているとこの所長は言っています。ＥＵは選挙の結果ではなく、

政策の結果によって正当性を保ってきたということになりま

す。 

しかし、現在のＥＵは戦後すぐに設立されてから既に 60 年以上になるので、副作用も出てきています。

民意を反映しにくいシステムであることや最近結果を出せていないということによって、国民から不満



や懐疑の目が出てきました。その受け皿として欧州ポピュリスト政党が出てきました。ＥＵは各国の民

主主義の機能不全に対する解決策として登場したのに、今では欧州ポピュリズムを生み出してしまった。

そういう矛盾した状況になってしまったということです。 

それでは何が問題か。理解しづらいことではありますが、まずＥＵの中で政権交代が行われないとい

うことが原因の一つとしてあります。ＥＵは普段非多数派機関が運営しています。欧州議会の議員は選

挙で選ばれて集まっていますが、この議会がＥＵ大統領や首相を選ぶ仕組みにはなっていないのです。

すなわち、ＥＵの中では政権交代は起こらない、ＥＵレベルでは与党野党の関係が存在しないわけです。

欧州大学院大学のマヨーネさんという人が右図のようなことを

言っています。簡単に言うと、ＥＵレベルで政権交代が起こらな

いと、ＥＵの外で反ＥＵという野党が形成されるということで

す。それがポピュリズムを生む、それが欧州ポピュリズムの特徴

だということです。これはヨーロッパの独特の特徴だと思いま

す。これに関連しますが、オックスフォード大学のヤン・ジーロ

ンカという教授は、「ＥＵではテクノクラートが政策決定を支配

する一方、ポピュリストが政治を支配している。」と 2014 年に述べています。 

 

５．欧州ポピュリズムはＥＵに何をもたらすのか 

発生原因が分かったところで、次は欧州ポピュリズムはＥＵに何をもたらすのかについてお話ししま

す。ポピュリストの政党がＥＵの政策決定に影響を及ぼすルートは 3 つ考えられます。一つ目は欧州議

会で議席を獲得することです。二つ目は加盟国各国の政権に参加することによって欧州理事会（首脳会

議）や閣僚理事会に首相や大臣としてポピュリストがやってくること。三つ目は、ポピュリスト政党が

勢力を伸ばしてくると、他の政党もポピュリスト政党のいうことを取り入れるようになるので、そうい

う心理的な影響力（国内ルート）でＥＵに影響を与える、これら

の 3 つのルートが存在します。右図で説明すると、ポピュリスト

政党は欧州議会の選挙で議席を増やすことで、ある程度の影響力

を持つ。もっと大きな影響としては、各国政府に政権参加或いは

首相や大統領を出すことによって、首脳会議や閣僚理事会の政策

決定で拒否権を行使するというようなことが考えられます。 

欧州議会ルートについては、現在 751 議席のうち 23%を欧州

ポピュリズム政党が占めているのですが、実はバラバラです。欧州議会の権限もある程度制限されてい

る上に、ポーランド中心、イギリス・イタリア中心、フランス・オーストリア中心の 3 つに分裂してい

てまとまっていませんので、このルートは今はあまり心配なさそうです。但し、来年 5 月に欧州議会選

挙があります。ポピュリストがもっと票を獲得して 751 議席の 1/4 を超える議席を占めるのではないか

という予想も出ていて、イタリアのサルビーニやフランスのルペンはポピュリズムでまとまろうと呼び

かけていますが、まとまるかどうか分からない状況です。また、欧州議会自体が法案も出せない議会で

あり決定権も半分しかないので、このルートはそう心配する必要はないかも知れません。 

もっと怖れるべきは、各国でポピュリスト政党が単独政権或いは連立政権をつくる、閣外協力すると

いったことによって、普通の中道右派・中道左派の政党に対し

て大きな影響力持つようになることです。その結果、ポピュリ

スト出身者が首相や大臣に就任して首脳会議や閣僚理事会に来

て、コンセンサスを妨げるというようなことが予想されます。

現在、連立政権や閣外協力に参加しているのが 9 カ国あります

（右図）。28 カ国のうち 9 カ国がポピュリスト政権もしくはそ

れに近い状況なので、今後これが増えて過半数になってくると、

かなりＥＵが左右される、そしてリベラリズムではなくなって



いくのかも知れません。 

次にポピュリストの国内ルートですが、主要政党が票を減らしてポピュリスト政党が票を伸ばすと、

主要政党側はポピュリスト政党の政策を多少真似しないと選挙で苦しくなります。そういう影響が国内

ルートですが、例えば去年 3 月にオランダで行われた総選挙で、主要政党を率いるルッテ首相が移民に

厳しい姿勢を掲げたのです。新聞の全面広告でルッテ首相が、「我々は自分達の価値観を積極的に擁護し

なければならない」、「正常に振る舞えないのであれば去りなさい」と移民達を牽制をしました。普段そ

んなことをする人ではなかったのですが、これはウィルダース党首率いる極右の自由党が反イスラム政

策で支持を集めていたので、反移民感情を取り込むためにやったのだと言われています。ドイツでＡｆ

Ｄが第 3 党に進出したのも、メルケル首相が難民受け入れに寛大だったことが招いたことです。ドイツ

政府はその後難民受け入れには消極的になっています。オーストリアでクルツ党首率いる中道右派で第

1 党になった国民党が移民、難民政策を厳格化したのは、極右の反移民、反イスラムの姿勢が国民の支

持を受けたので、それに影響されたということです。ですから、多かれ少なかれ、極右やポピュリスト

が言うことを真似せざるを得ない状況になっていると思います。こういう状況をエコノミスト誌は「欧

州ポピュリズムとの危険なワルツ」と揶揄しています。 

 

６．リベラルＥＵの将来－どう対応するのか 

 現在リベラリズムは世界的にも劣勢です。アメリカではトランプ大統領になって今までの常識が通用

しない状況ですし、ヨーロッパも各国でポピュリスト政党が台頭して、かなり危なくなってきています。

さらに国際政治では中国やロシアが台頭していて、リベラル・デモクラシーが世界的に危機に陥ってい

る状況です。そういう中で、日米欧の一角であるＥＵが本当におかしくなったら、我々にとっても困っ

たことになるので何とか頑張って欲しいのですが、ＥＵという機関をどうしていくのかというのが重要

な問題になってきます。 

世論調査でＥＵ市民にとって最も重要な問題 6 項目を調査したところ、上位 2 項目が移民・難民とテ

ロなのです。テロは移民・難民とよく結びつけられるので大体同じ問題と考えられます。これがＥＵ市

民にとって喫緊の課題で、経済問題に対する不安はむしろ少なくなっているということが分かります。

こういう状況の中、ＥＵのコミッションが去年の春に欧州将来白書というのを出しました。これはＥＵ

をどのように変えていくかというシナリオです（右図）。5 通り

のシナリオがあって、①番目はＥＵの権限の範囲と強度を現状

維持とする「現状維持」。②番目は権限の範囲と強度を共に縮小

する「単一市場のみ」。これはポピュリストが好む形態で、アラ

カルト欧州と呼ばれるものです。単一市場以外の権限を加盟国

に返すことになります。③番目は権限の範囲を一部拡張し強度

を一部強化する「より多くを欲する国がより多くを行う」もの

で、2 速度式欧州とかマルチ・スピード式欧州といわれます。

やる気と能力のある国だけで先に進んでもらい、そうでない

国々は現状のままで結構ということです。ユーロ圏改革でドイツやフランスは先に進みたいし、そうで

はないオランダなどは現状で良いというわけです。④番目は範囲を縮小して強度を一部強化する「行う

ことを少なくして効率化する」。これは準アラカルト欧州と名付けられていますが、合意されている分野

では権限を強化するけれど、それ以外の権限は加盟国に返すという面ではアラカルト欧州と同じです。

⑤番目は範囲を拡張し強度も強化する「いっそう多くのことを共に行う」というものですがさすがにこ

れは厳しそうです。ＥＵは今のままでは継続も危ういといわれているので②、③、④のシナリオが現実

的な選択肢になります。 

どれが良いのか分かりませんが、リベラル・デモクラシーの親ＥＵ派は 2 速度式欧州でやりたい、ポ

ピュリスト達はアラカルト欧州が良い、その辺りが対立しています。 



右図でアウトプット（＝結果で正当性や支持を集める）とイ

ンプット（＝民意を取り込む形で支持を得る）を横軸、統合レ

ベルの高低を縦軸にした場合、統合レベルが高くインプットに

よる正当性も大きいと欧州連邦という一つの国家になるという

ことになりますが、これは無理です。インプットである民意を

尊重して統合レベルを低く単一市場だけにする場合は、各国レ

ベルの民意でやっていくアラカルト欧州になりますが、これが

ポピュリスト政党が好む方式です。準アラカルト欧州は統合レベルは低いが結果重視パターンのアラカ

ルト欧州です。More Europe、2 速度式欧州というのは権限を強めて全ての加盟国で上手くやっていく

というものです。この図で、ポピュリストが好むアラカルト欧州とリベラル・デモクラシーの政治家が

好む 2 速度式欧州が対照的な位置づけになっていることが分かると思います。 

では、これからの課題は何か。EU は結果を出さないとやっていけない存在なので、まず、いかにし

て従来の統合方式を維持発展させ、EU によるアウトプットを確保するかということになります。一方

で、ある程度各国に権限を返していかないと国民が納得しない状況になっているので、EU による国内

政治からの「隔離」空間を縮小するということになります。つまり、結果を出す EU と権限を返す EU

のバランスをどうとればいいかということです。そうすると、統合する領域を「地理的に限定」するか

「機能的に限定」するかになります。「地理的限定」というのは 2 速度式欧州、マルチ・スピード欧州

で、やる気と能力のある国だけで先行統合して結果を出そうということです。これに対して「機能的限

定」というのは機能＝政策分野を狭めていく、つまり、政策分野を EU レベルから各国の政治空間に戻

して各国で民意を反映させる状況にする、ということですからこれはアラカルト欧州です。 

では、ポピュリズムの台頭に対してどうしたらよいのか。ポピュリストは EU の構造的要因であるけ

れど、ヨーロッパがバラバラではロシアにもやられるようになってしまうので、EU の存在意義は保っ

ていかなければなりません。リベラル EU でどのように欧州ポ

ピュリズムを封じ込めるかというと 2 速度式欧州とアラカルト

欧州の組み合わせしかないと思います（右図）。2 速度式欧州で

統合領域を「地理的に限定する」、つまりやる気と能力のある国

だけで結果を出していく。一方で、やる気や能力のない国は単一

市場に留まるだけでかまわない。この組み合わせでリベラル EU

が欧州ポピュリズムに対する支持を封じ込め、生き残っていくし

かないのではというのが私の考え方です。こういう俯瞰を持って欧州ポピュリズムの挙動をどうするの

かということを考えている人達が、ヨーロッパには沢山います。ご静聴ありがとうございました。 

【質疑】 

Q：イギリスの EU 離脱についてお話がなかったように思いますが、その点についてお教えください。 

A：欧州ポピュリズムと並行して、ずっとブレグジットの研究をしています。国民投票のあった 2011 年

6 月 23 日の前日に出演したクローズアップ現代で残留か離脱か言うことになっていました。時間の

関係で言わなくて済みましたが、私は残留すると思っていました。なぜ当時の保守党のキャメロン首

相が国民投票を行ったかですが、ファラージさんが党首を務めるイギリス独立党（UKIP）というの

があって、これがポピュリスト政党なのです。UKIP の扇動によって保守党が支持基盤を奪われるこ

とを恐れ、EU に留まるための国民投票に追い込まれてしまったのですが、結果は離脱になってしま

いました。雑誌『貿易と関税』に 2017 年 4 月からブレグジットの諸問題に関して執筆・連載してい

ますので、読んでみてください。なぜ今日ブレグジットについて取り上げなかったかというと、イギ

リスはヨーロッパの他の大陸諸国と主権に対する考えが違うからです。ヨーロッパ諸国は第 2 次世

界大戦後、戦争抑止のために主権の共有という概念を生み出してきました。主権国家であるけれど、

主権をお互いに貸し合って共同行使するというような関係を作ってきました。しかしイギリスは主権

が絶対だという考えの国です。イギリスは基本的な姿勢から異なっていて、ブレグジットは典型的な



欧州ポピュリズムの事案ではないので今回の講義では取り上げませんでした。 

Q：ポピュリズムとリベラルという言葉についてもう少し詳しく教えてください。 

A：今日はかなり限定的にポピュリズムという言葉を使いましたが、ポピュリズムの実態はいわば多数

派のふりをして、支持率が高いうちに司法権の独立をなくし、メディアの中立性をなくし、バラマキ

政策もやって自分たちの政権を長続きさせるというものです。リベラリズムとデモクラシーの適正な

バランスは国によってある程度変わるかもしれませんが、両方とも必ず必要なものだと思います。 

Q：EU における高級官僚の出自はどのようなものでしょうか。出身国の傾向などあるのでしょうか。 

A：EU 官僚になるためには試験があります。数は人口や GDP などに合わせて配分されているので、特

定の国の出身者が増えることはありません。昔は利権がらみで偏りができるようなこともありました

が、今は省庁のトップがフランス人なら No.2 はオランダ人にする、というようにできるだけ多様化

するようになっていて、うまく運営されているように思います。 

Q：「欧州」の定義について教えてください。また、EU においてグローバル化がどう管理されているの

か教えてください。 

A：EU とは別に Council of Europe という地域機構があって、そこがヨーロッパの地理的定義をしたこ

とがあります。西は大西洋、南は地中海、北は北極海が境です。東が地続きなので難しいところです

が、EU も含めて議論をした結果ウラル山脈で区切ろうということになって、大体の目安ですがウラ

ル山脈の西側をヨーロッパとすると決めました。グローバル化に関して EU は、テクノロジーではア

メリカに負けているので、規制とか基準を主導することで巻き返そうとしています。EU の基準をグ

ローバルスタンダードにするという作戦です。なぜそれができるかというと、28 カ国あるので国際

会議や国際機関で 28 票持つことになる。そういう数の力と、28 カ国が競争して考えているのでレベ

ルも高いといった色々な要素があると思います。 

Q：中国、インドなどアジア地域で急速に発展する国々に対して EU はどう考えているのでしょうか。 

A：EU がアジア太平洋諸国と付き合うときには、人権、民主主義、法の支配をまず前提にします。中国

とも付き合っていますが、付き合う代わりに定期的に人権対話というのを申し入れているそうです。

効果はなくても自分達の意思を伝えるという姿勢です。ケースによっては通商貿易を遮断するといっ

たことも行います。また、EU は死刑執行に反対の姿勢なので、日本の法務省に対して抗議すること

もずっと続けています。建前と本音の使い分けもありますが、日本よりは一貫していると思います。 

Q：ドイツの台頭は経済的には押さえられているようですが、軍事面ではどうでしょうか。 

A：単一通貨についてはマルクが最強だったので、当時のミッテラン大統領とコール首相が、マルクを

手放す代わりに東西ドイツの統一を支援する、という取引をして実現しました。取引自体は間違いで

はなかったですが、オランド大統領の時のフランスが経済的に弱すぎたので、その後のドイツの地位

が上がったということです。軍事面においては冷戦終結前から、NATO の中にドイツが単独で軍事作

戦を行えない仕組みが作られています。また、当時のソ連だけをターゲットにした防衛を前提にして

いるので、ドイツでは長距離の輸送機等はあまり所有していないはずです。NATO もアメリカが抑え

になっていて、ドイツも昔には戻りたくないと考えているので私としてはあまり心配していません。 
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