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第一章　序

　05 年 5 月 29 日、フランスでは欧州憲法条約批准に関する国民投票が実施され、それまで

各加盟国で批准過程が順調に進捗していたにも関わらず、批准賛成 45.32%、同反対 54.68%

（投票率 69.34%）という大差で批准は否決され2、EU 各国のみならず世界中に衝撃をもたら

した。直後、同年 6 月 1 日に実施されたオランダでの本件に関する国民投票においても批准は

否決され、憲法条約は実質的に「死に体」となった。条約の規定上、全加盟国の批准が発効要

件ではあるが、25 の EU 加盟国中、20 カ国以上の批准が行われている場合には再検討が行わ

れることとなってはいるため、まだ「徳俵」にあると言えなくもない。しかし、原加盟国であ

り欧州統合の主導国を自認してきたフランスと、それに続くやはり原加盟国のオランダという

両国における批准失敗は大きなインパクトを持って受け止められた。その後、6 月 16 日に開

催された欧州理事会において、全体としての批准過程は延期することが決定された。この決定

を横目に 7 月 10 日に実施されたルクセンブルグ（同年前半の EU 議長国でもある）での国民

投票では批准を達成し、欧州を襲った衝撃に一定の落ち着きをもたらしたが、それは憲法条約

の復活を意味したものではなかった。ルクセンブルグ以外の各国は批准手続きを凍結しており、

少なくとも当初目指していた 06 年 11 月 1 日の憲法条約発効があり得ないものとなったこと

は、ほぼ間違いない状況となった。

　フランスでの国民投票は、04年 6月に憲法条約草案について欧州理事会で合意された直後、

同年 7 月 14 日革命記念日の演説において、シラク大統領によってその実施が発表された。同

年 10 月に憲法条約がローマにて調印されると、同年 12 月 1 日、フランス社会党は党員投票

を行い、59%の賛成票をもって党として憲法条約に賛成するとの意思決定を行った。翌 05 年

                                               
1 本報告原稿の引用はご遠慮ください。著者までご連絡いただければ、論文として発表した際にご連絡差し上げます。
2 データは、以下による。以降、特記なき場合は同とする。European Commission, “The European Constitution:
Post-referendum survey in France(Flash Eurobarometer)”, June 2005(Fieldwork on 30&31 May 2005)
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3 月 10 日、シラク大統領は国民投票の実施日を同年 5 月 29 日と発表し、選挙戦の火ぶたが

切られたが、投票日発表直後からそれまで賛成優勢であった賛否の状況は逆転し、途中 4 月下

旬から 5 月上旬にかけて一時的に賛成が逆転することはあったものの、最終的には大差の否決

と決した。社会党支持者の半数が党決定に反して反対に回ったことが決定的であったとされた。

　本報告は、このように欧州統合過程に大きな衝撃をもたらしたフランスにおける憲法条約否

決のメカニズムと今次否決の持つ意味について考察を行うものである。特に、否決をもたらし

た政策的要因は何だったのか、社会党支持者の反対が決定的だったとすればそれをもたらした

ものは何だったのか、選挙期間中の一時的な賛否逆転が意味したものは何だったのかなどにつ

いて検討しつつ、欧州統合にもたらしたインプリケーションについて考察することとする。

　資料としては、EUによる世論調査であるユーロバロメータおよびフランスの調査機関 IPSOS

による調査を利用する。ユーロバロメータは投票終了以後の静的な調査であるがそのデータ詳

細がネット上で利用可能であり、他方、IPSOS の調査は選挙期間中継続的に行われているため

時系列的変化および随時発表されていた論評が検討対象として非常に有益である。IPSOS はフ

ランス国内の各種報道機関との合同調査や各種調査機関の調査結果の総合的分析などを実施し

ており、この点でも有用である。データの検討に際しては、前回 92 年に実施された欧州連合

条約（以下マーストリヒト条約と記す）批准に関する国民投票の結果を念頭に置く。92 年時

は賛成 51.04%、反対 48.96%で批准に成功しており、今回は何が変化したのかについて検討

することは有益であると考えられるためである。また、本報告執筆時点で入手可能であった各

種先行研究についても比較検討を行い、前述のデータ概観と併せて本報告としての分析を行う

材料とした。

第二章　データから見る今次フランス国民投票

　まず、投票率についてであるが、92 年 9 月 20 日に実施された欧州連合条約（通称マース

トリヒト条約）批准についての国民投票時（69.69%）とほぼ変わらない高いものであった。

投票率との関連で興味深いのは、「投票前に必要な情報が得られていたか」という質問項目であ

る。投票者では 70%が「得られていた」と回答したのに対し、棄権者では 52%が「得られて

いなかった」と回答しており、情報の有無が投票行動と関連があることがわかるが、既に述べ

たように投票率自体は 92 年と変わらぬ高いものであることを考えあわせると、この要因は今

回の否決に際しての全くの新規の決定的要因ではないように思われる。付言すれば、棄権者の

56%は否決という結果に満足しているため、更なる投票率の上昇があったとしても事態が改善

していたかどうかは疑わしい。
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　賛否の内容について、92 年時と比較した場合、男女比では女性が賛成から反対に転じ3、党

派別では右派が反対から賛成に、左派が賛成から賛否半々に転じた。支持政党別で特に目を引

くのは共産党、非社会党左派および国民戦線支持者における圧倒的反対姿勢である。この傾向

そのものは 92 年と変わらないものの、この既成主要政党（UMP/UDF/社会党）が取りこぼ

している左右両極の影響力自体が 02 年大統領選挙に見られるように伸長していることから、

絶対数的には影響を及ぼしていると考えられる。職業別に見た場合には、92 年時と賛否の傾

向は変わらないが全体的に反対の方向に移行し、学歴別に見るとバカロレア取得者層で賛成か

ら反対に転じていることが目立つ。ただし、管理職・頭脳労働者層、非就業・年金生活者層お

よび学生層では賛成がそれぞれ 62%、56%、54%と多数を占めており、これは被雇用者なら

びに自営業者層における反対と対をなしている。「現場」の反対と「机上（と安楽椅子）」の賛

成とも言えるだろう4。

　ただし、EU 自体に対する支持率は高く、88%は EU におけるフランスについて支持してい

る。この傾向はほぼすべての層に共通しており、特に圧倒的な憲法条約反対派を形成する工場

労働者や共産党支持者においても変わることはないが、国民戦線支持者だけは別である。しか

し、逆に言えば国民戦線支持者であっても 44%が EU におけるフランスの支持者である。92

年、05 年を通じて 90%以上が反対票を投じている党派としてはやや驚きであり、EU 自体に

対する支持の根強さをいっそう印象づける。ただし、賛成投票者において EU 自体への支持が

99%であるのに対し、反対投票者では 83%とやや低くなっていることも事実である。EU の機

構に好印象を持っているかとの質問に対しても、率はやや下がるが全体的に好印象を持ってい

るという回答者が 53%と多数派であり、多少ばらつきはあるものの各種カテゴリ－に共通した

傾向となっている。農村居住者（49%）、05 年反対投票者（37%）、共産党支持者（34%）、

国民戦線支持者（19%）の各カテゴリーでは割合が低いことにも留意する必要はあるが、全体

的な傾向から言ってこの要因は限界的なものであると考えられる。EU におけるフランスの影

響力への影響という観点から見ると、全体として今次否決が EU におけるフランスの影響力を

低下させると考えている者とそうでない者の比は半 （々47: 48）であるが、賛成投票者では 77%

が低下すると考え、反対投票者では 67%が低下しないと考えているという明確な対称が浮かび

上がる。「危機バネ」は、それを認識していた投票者には比較的機能していたと言えるだろう。

　また、条文再交渉についての期待は高い。「批准否決はフランスの利益をより守るための憲法

条約再交渉につながるか」という質問に対し、全体で 59%が「そう思う」と回答している。特

                                               
3 男性は 92年、05年を通じて反対が多数である。
4 学生の賛成という分析についてはユーロバロメータ調査には現れていない。以下を参照。HUBERT, Philippe,
“Référendum: le Non classes active, des classes populaires et moyens, et du people de gauche”, Le
rendez-vous de actualité, IPSOS, 23 mars 2005(02 juin 2005更新)
(http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/1545.asp?rubId=1545). URLは 05年 11月現在。以下同。
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に反対投票者では 80%が「そう思う」と回答している。賛成投票者での「そう思う」が僅かに

27%であることを考えあわせると、この要因は非常に大きいものと考えられる。関連して、「批

准否決は憲法条約をより社
．
会
．
的
．
な
．
条文とするための再交渉につながるか」（傍点筆者）という、

やや方向性を持って再交渉について尋ねる質問に対し、全体では 62%が「そう思う」と答え、

再交渉への期待の高さを窺わせる。実際の投票行動における賛否との関係は、前述の質問項目

における傾向と同じである。ただし、ユーロバロメータ調査では反対要因の選択肢に条約再交

渉のためといった項目はなく、再交渉問題が反対の意思決定自体にどのように影響を及ぼした

かが読み取れないことには留意する必要がある。
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図1 各種世論調査による憲法条約批准賛成(Y)および同反対(N)の推移

Ipsos(http://www.ipsos.fr/referendum/iv_tous_instituts.htm)のデータ
より小林正英作成。なお、大まかな趨勢のみを見るため、同日に複数の
機関が調査を行っている場合には平均値を表示している。
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　最後に、時系列的に賛否の変化を見ると非常に興味深いことがわかる5（図 1）。憲法条約批

准についての国民の態度は、04 年 7 月 14 日にシラク大統領が今次批准に際し国民投票を実

施すると発表して以降、05 年 3 月 10 日に同大統領が同年 5 月 29 日を投票日とすると発表

するまで、一貫して 6:4の割合で賛成派優勢であった。しかし、初期の賛成派の優勢は 3月 10

日の調査を最後に消滅し、3 月 17 日の調査以降、「じわじわと」などでは決してなく、まった

く突然に賛否は逆転した。その後しばらくは反対派優勢がほぼ 45:55 の割合で安定化すること

となる。ところが、4 月下旬から 5 月上旬にかけて賛否は一時的に逆転するのである。この逆

                                               
5 以下、時系列的な変化については IPSOSのフランスの主要調査機関の調査についてまとめた資料による。同資料は
以下のサイトで閲覧できる。http://www.ipsos.fr/referendum/iv_tous_instituts.htm なお、IPSOSのサイト
で利用できる調査結果は以下の諸機関による。Le Point, Le Figaro, EUROPE 1, FRANCE 2。また、時系列的支持率
調査においては以下の機関の調査が総合的に利用可能である。IPSOS, BVA, CSA, Ifop, Louis Harris, Sofres。
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転、あるいは「間氷期」は、右派の選挙運動の本格化にその原因が求められており、興味深い

ことに、確かに左派での賛否の状況に大きな変化は見られない6。そして、5 月上旬以降は再び

反対派が優勢となった。この選挙期間末期の反対派優勢は、多くの調査機関の調査を総合的に

見ると、投票日が接近するに従って反対派と賛成派の格差が拡大している傾向が読み取れる。

こうして、フランスは 05年 5月 29日を迎えるのである。

第三章　先行研究

　以上のような結果および内容について論者はどのように見ているのだろうか？ 既になされて

いる論評は、まず二種類に大別できる。すなわち、詳細なデータの分析に重きを置いたものと、

やや距離を置いて分析・検討を試みるものである。さらに、後者については欧州次元の議論に

重きを置いたものとフランス政治の次元に軸足をおくものに分けることができる。以下、まず

は詳細なデータの分析に重きを置いたユーロバロメータの調査総括とピエール・マルタンの論

考7について検討したい。

　第一にユーロバロメータの調査総括であるが、概括すると以下のようになる。1. 高い投票率

から、フランスにおける憲法条約についての関心は高かったと言える。2. 賛成は一般的な欧州

統合への支持による。3. 反対の理由は多様であるが、フランスの社会的・経済的理由によると

ころが大きい。4. 今次否決にも関わらず、フランス国民の欧州統合一般への支持率は高い。ま

た、憲法条約が必要であるとする意見も大多数を占める。5. 反対派の多くは今次否決が条約再

交渉につながると考えている。以上からは、欧州統合一般や憲法条約には好意的であることか

ら何らかの「仕切り直し」が可能かつ必要であり、それがどのような「仕切り直し」であるべ

きかということを考えた場合、フランスの政治的・経済的状況改善に貢献するかたちでの条約

再交渉を経た憲法条約の再投票であるというイメージが浮かび上がる。

　第二に、ピエール・マルタンの分析であるが、同分析においては概略以下のような分析が導

かれている。すなわち、 1. 反対派の主力は左派、2. 右派は賛成、3. 左派は反対、そして 4. 主

権擁護派の減少等である。そして、最終的に「代表の危機(crise de la représentation)」が

指摘されている。つまり、05 年 2 月に圧倒的多数（91.7%）で条約に賛成の意思表示をして

いた議会と国民投票で批准を否決した民意の明確な乖離であり、04 年 12 月の党大会で党とし

て条約批准に賛成することを決定していたにもかかわらず、実際の国民投票において半数以上

の支持者の離反に直面したことに現れている社会党と同党支持者層との乖離である。特に後者

については、そもそも今次国民投票をシラク大統領が決断した背景のひとつとして社会党の分

                                               
6 GIACOMETTI, Pierre, “Le socle électral de la droite au secour du Oui”, IPSOS, Le rendez-vous de
actualité, 25 avril 2005.
7 MARTIN, Piérre, “Le référendum du 29 mai 2005, Analyse du scrutin”, COMMENTAIRE, No. 111,
Automne 2005, pp..701-712
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裂を狙っていたとの指摘があることと考えあわせると非常に興味深い8。すなわち、結果的に、

シラク大統領は 07 年の次期大統領選に向けて社会党の力を削ぐついでに憲法条約を道連れに

した、とも言えるのである。また、同分析中におけるその他の興味深い点として、今次投票に

おいてはフランス全土的に反対が優勢であったものの、反対派がより優勢だった地域分布はパ

リ以北の北フランス、パリ以南で中央山地以北のフランス中央部、そしてニース等を中心とす

る地中海沿岸地域と、左派および極右の勢力が強い地域と全く重なるとの指摘がある。この傾

向は、反対派が 02 年大統領選第一回投票で投票した候補についての IPSOS の分析と重ねあわ

せると更に明瞭になる。すなわち、今次国民投票での反対投票者の実に 32.5%が 02 年の第一

回投票ではル・ペン国民戦線党首に投票しているのである。今次国民投票における反対派の支

持政党として国民戦線は 19.5%を占めるに過ぎないことを考えると、02 年大統領選における

同党首の第二回投票進出と今次国民投票否決の間に通底する基調の存在を考えざるを得ないで

あろう。そしてそれは左派、特に社会党の求心力低下と関連していると考えられるのである。

ただし、このような地域的傾向は 92 年時と同様のものであり9、今回の新たな傾向として過度

に強調すべきでないとの見方も成立するだろう。92 年時には左派と右派の投票行動が今回と

逆であったにも関わらず、地域的傾向が不変であることを考えると、パリと周辺国境地帯（ア

ルザス、ブルターニュ、ブルゴーニュおよびアキテーヌ）における EU 支持の傾向、そして上

記反対優勢地域における EU 支持のそもそもの相対的低さそのものの方を問題とすべきかもし

れない。

　次いで今次否決について少し距離を置いて扱った分析的な先行研究、すなわち吉田論文10、

遠藤論文11、渡邊論文12およびハーバーマスの論考13について検討することとする。これらのう

ち、吉田論文と渡邊論文はフランス政治の分析にやや力点があり、遠藤論文とハーバーマスの

論考は比較的欧州次元に軸足がある。

　まず、渡邊論文の分析であるが、今次否決の主因をフランス国民の「瞞着」に求めている。

                                               
8 ibid., p. 701
9 92年の選挙結果内要分析については以下を参照。KERAUDREN, Philippe and DUBOIS, Nicolas, “France and
the Ratification of the Maastricht Treaty”, LAURSEN, Finn and VANHOONACKER, Sophie(eds.), The
Ratification of the Maastricht Treaty, Martinus Nijhoff Publishers, 1994,  pp..162-163
10 吉田徹、「フランスの『ノン』が意味したもの　–民主主義の勝利？」、『生活経済政策』104号（2005年 9月）。
または、『変調するヨーロッパ政治（東京大学 21世紀COEプログラム　先進国における「政策システム」の創出 2005
Occasionalpaper）』2005 年中の同名論文を参照。
11 遠藤乾「フランス・オランダ国民投票による欧州憲法条約否決 あるいは定義なき欧州について」、『生活経済政策』
104号（2005年 9月）。または、『変調するヨーロッパ政治（東京大学 21世紀COEプログラム　先進国における「政
策システム」の創出 2005Occasionalpaper）』2005 年中の同名論文を参照。
12 渡邊啓貴「最大の危機に直面する欧州統合 –仏・オランダの憲法条約批准拒否の衝撃-」、『改革者』2005年 8月号。
また、以下の論文も同趣旨である。渡邊啓貴「足踏み状態避けられない欧州統合 –フランス・オランダで相次ぐショッ
ク-」、『世界週報』2005年 6月 28日号。本報告において具体的な引用については後者を使用している。
13 ユルゲン・ハーバーマス（三島憲一訳）「なぜヨーロッパは憲法を必要とするのか？」、『世界』2005年 9月号。同
論文は 2本の論文を合同しているものであるが、本報告が特に参照しているのは同論文中、否決後に執筆された「ヨ
ーロッパにおける最大事故 –刺激か麻痺か？」である。
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すなわち、「欧州統合の高邁な『理念』に対する『現実』の勝利」であり、「EU 憲法条約その

ものが時期尚早だった」のであり、「総論では賛成しつつも、各論に議論が及ぶと守りに回る人

間心理」であり、04 年の EU の大規模拡大を消化しきれずに「一般国民には欧州統合がもはや

臨界状態に達した」ためであるとする。全体として、フランスの国内事情が憲法条約批准否決

に寄与したとの指摘であり、そのような国内事情を優先させた態度を「瞞着」と指摘したもの

と読み取れる。吉田論文においては、このような欧州次元と国内次元の問題の切り分けは慎重

に回避されている。しかし、92年との比較の中で、1. 政党政治の問題（社会党の混迷）、2. 政

治的リーダーシップの問題（内閣支持率の低迷とフランスの欧州政策の提示不全）、3. 社会階

層の問題（フランスにおける社会・経済的問題についての EU の負の影響の認識）等があげら

れており、基本的には国内事情、あるいは EU に影響を及ぼされた国内事情の問題が主因との

論調と考えられる。最終的には、「フランスの『プレビシット民主主義』と EU の『出力（結果

責任）による正統性』という 2 つの民主主義のモデルが対立したのが、今回のフランスの国民

投票結果」としている。

　欧州次元に分析の主眼をおくと考えられる遠藤論文は、まず、今次否決の内容分析として「公

的部門で働く女性が拒否」との典型例を示しつつ、「元左翼やいまだに自分のことを中道左派と

考えている人たち、つまり政治的メインストリームが『ノン』に動いた」と総括する。最終的

には、「機能的にも民主的にも正統性の面でも深刻な疑問が生じていて、際限がない定義がない、

夢なきヨーロッパ」の危機、としている。他方、ハーバーマスの論考は、ほぼ欧州次元、ある

いは EU 全体を俯瞰する視野にのみ立脚したものとなっている。同論考では、「なぜヨーロッパ

が今憲法を必要とするのか、ということを人々が見て取れるようなパースペクティブが欠けて

いた」とされる。より具体的には、「より豊かな国々と、貧しい国々」、「大きな国々と小さな

国々」、「古くからの加盟国と新しい加盟国」の間の対立に何らかの回答をもたらすようなパー

スペクティブであり、今次否決は、「官僚的な上からの統合が危険にさらされることをいやが

っ」て政治家がパースペクティブについての議論を回避してきたのに対し、「反抗的な選挙民は、

政治家たちが何十年もの間表に出ないように隠してきた汚物をまとめて、彼らの門前にばらま

き返した」ものと総括されている。遠藤論文においても、ハーバーマスの論考においても、EU

に「正統性の危機」が生じているとの認識は一致している。ハーバーマスにおいても、これま

で市民に統合の果実がもたらされている間は「その果実によってのみ」欧州統合が正当化され

てきたが、世界経済の変貌激しい時代にあって、25 カ国からなる見通しの利かない EU におけ

る分配の争いが始まり、その争いを克服するために必要だったのが前述のような対立を超える

ためのパースペクティブとされているのである。

　以上、主要な分析について概観してきた。総合すると、EU が見取り図を失い、あるいは見

取り図を正しく選挙民に訴えることに失敗して正統性の危機に陥った中で、フランスの選挙民
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は依然として EU そのものへの支持は高いながらも瞞着的に、あるいはフランス社会のメイン

ストリームを捉え損ねている主要政党、特に社会党の混迷によって、憲法条約否決に至ったと

いう構図が見て取れる。これらの分析を参照しつつ、以下では独自の分析を試みることとした

い。

第四章　分析

第一節　主要論点について: トルコ問題と新自由主義

　実際の選挙期間に入る以前、もっとも懸念されていた問題のひとつはトルコの EU 加盟問題

が今次憲法条約批准問題とリンケージされることであった。ところが、最終的に反対投票者の

反対理由の分析を見ると、複数回答の調査であってもこの問題をあげたのは僅か 6%に過ぎな

い14。フランス国民がこの問題について懸念していたというのは果たして幻想であったのだろ

うか？

　結論から述べると、決して幻想ではなかった。05 年 3 月 10 日の IPSOS 調査では、当時の

反対派の実に 26%が本件を反対理由に挙げている。すなわち、この問題は何らかの方法によっ

てケアされたのである。このような「消えた反トルコ」の説明を先行研究から探ると、渡邊論

文における国内事情優先による説明や、遠藤論文における左翼の「サブリミナル」な排外主義

との指摘が目に留まる。「サブリミナル」な排外主義とは、「労働や雇用の問題に刷り込まれた

形でのゼノフォビア」15を指す。これらの説明はそれぞれ説得力を持つが、複数回答において

も当初挙げていたトルコ問題を投票者が挙げなくなったのであるから、より根本的にトルコ問

題が「消えた」、あるいは「隠された」と見る視点も成立するように考えられる。

　では、なぜ、どのようにして「反トルコ」は「消えた」もしくは「隠された」のであろうか？

第一に、シラク大統領は、トルコの EU 加盟問題と憲法条約批准のリンケージについて繰り返

し警告し、トルコ問題については別の機会に意思表示の機会を設ける旨述べるなど明確にケア

を試みていた。これが功を奏した可能性を否定してはならないであろう。ただし、05 年 3 月

10 日時点の IPSOS 調査におけるトルコ問題を反対理由としてあげている反対派の政治的傾向

を見ると、実に右派の反対派の 46%がこの問題を反対理由としており、「反トルコ」は右派の

最大の反対理由であったことがわかる。これに対し、左派でこれを反対理由としたのは僅か 19%

である。従って、トルコ問題は右派の懸念事項であり、最終的にシラク大統領が右派を賛成で

固めることに成功したこと考えあわせると、右派が賛成に転じたことによってこの問題は「消

えた」あるいは「隠された」と考えることもできよう。右派の反対理由に占めるトルコ問題の

                                               
14 Flash Eurobarometer, op.cit.
15 遠藤乾、前掲、p. 9
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割合は、3 月 5 日の時点では 46%であったものが 4 月 22-23 日の時点では 28%に激減して

いる。その後、再びトルコ問題を挙げる右派反対派の割合はやや増加するが、最終的に

UMP/UDF 支持層の 76%が賛成したことを考えあわせると、絶対数が少なくなった右派反対

派に占めるトルコ拒否層の割合が高くなっただけのことであるとも考えられる。何よりも、投

票後のユーロバロメータ調査での 6%という数字の低さが、この問題の「消失」もしくは「隠

滅」を雄弁に物語っている。最終的に憲法条約批准は否決されるわけであるが、選挙民はトル

コ問題よりも国内事情によって反対したと言うよりは、トルコ問題を懸念していた層は賛成に

回ったのだと見ることができるだろう16。

　否決という結果から見落とされがちであるが、「間氷期」におけるシラク大統領の右派固めは

劇的であった。それまで 66-72%であった右派の賛成派が、72-79%に跳ね上がっているので

ある。特に、05 年 4 月 15-16 日の IPSOS 調査で 68%であった右派賛成派が翌週 22-23 日

の IPSOS 調査で 79%に跳躍していることは目を引く。中でも、与党 UMP 支持者における賛

成は最高で 80%にも達した。この時期に投票態度を決めた選挙民の決定理由を見ると、「（憲法

条約は）欧州統合に非常に重要であるから」(36%)、「常に欧州統合を支持しているから」

（17%）、「欧州政治統合のため」（10%）といった欧州統合に対する一般的な支持要因が目に

つく。また、賛成要因として「アメリカに対して欧州を強化するため」（16%）を挙げた割合

が、この時期の投票意思決定者において、他の時期に賛否を決定した投票者に比して断然高く

なっていることに、政権側の選挙運動の影響を見ることができよう。この右派賛成派の躍進は

雲散霧消することこそなかったがさすがに持続せず、末期には最高時から 5%程度の縮小を見

た。しかしそれでも高水準を維持したまま投票日を迎えることができた。また、「間氷期」には

左派の賛成派の割合も 46%（社会党支持者で見れば 56%）とピークを迎え、一時的な賛否の

逆転に貢献したが、これはすぐに消え去り、左派賛成派は以後一方的に減少、同反対派は一方

的に増加して投票日を迎えていった。

　左派反対派の最大の懸念事項は新自由主義であった。サービス分野の規制緩和に関する EU

のボルケスタイン指令が最悪のタイミングで問題になったことは、多くの先行研究が指摘する

ところである。期間中、左派の中で 60%前後を占め続けた反対派が本件を反対理由としてあげ

る割合は常に 40%弱を維持し、最大級の反対理由として君臨した（もうひとつの最大の反対理

由として条約再交渉の問題があるが、これについては後述する）。遠藤論文における「公的部門

の女性の反対」という指摘は、まさにこの点を述べたものである。フランス国会の突き上げの

影響等により、05 年 3 月 22 日のブリュッセル欧州理事会にてボルケスタイン指令の見直し

が合意されたが、左派指導層は、これを左派反対派の「転向」に結びつけることはできなかっ

                                               
16 逆に言えば、今回憲法条約に賛成した層の中に「反トルコ」は脈々と息づいている可能性も否定できない。
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たのである。

第二節　包括的論点としての「プラン B」？

　左派反対派のもうひとつの最大の反対要因として条約再交渉要求がある。いわゆる「プラン

B」問題である。まず、簡単にこの問題の経緯を整理すると、以下のようになる。条約再検討

の要求は選挙期間初期から存在していた。3月 10日の調査（複数回答）でも、全反対派中 25%

が本件を反対理由としてあげている。ただし、非常に興味深いことに、3月 10日の調査では、

これは主に右派の反対理由なのである。右派反対派の 38%が本件を反対理由として挙げている

のに対し、左派反対派では 22%に過ぎない。この問題が再燃したのはドロール元欧州委員長に

よってであった。5 月 12 日付けル・モンド紙に掲載されたインタビューの中で、同元委員長

は、「ファビウスのような、反対派の勝利の際にはプラン B がありうるという意見に対しては

どう答えますか」という質問に対し、そのような二分法的な質問は拒否すると述べた後で、非

常に難しい問題になるとの注釈をつけつつ、「プラン B」の可能性を認めたのである17。これに

は早速オランド、バイユー、そしてエマニュエリらの左派が同調するなどした18。そして、こ

の時期を境に再び反対派の優勢が復活するのである。翌 13 日にはドロールは TV 局フランス

2 などに出演し、「プラン B」を明確に否定するのであるが、この「プラン B」についての選挙

民の期待は高まっていくこととなる。3月 5-6日の調査（複数回答）では左派反対者のうち 22%

のみが条約再検討の可能性を否決理由として挙げていたものが、4 月 22-23 日の調査ではその

割合が 30%となり、5 月 24-25 日の調査では遂に 42%に達するのである。逆に右派反対派で

本件を反対理由として挙げている割合は、同期間の調査において、38%、34%、31%と着実

に減少している。条約再交渉は右派の反対理由から左派の反対理由へと変貌を遂げたのである。

　しかし、何のための条約再交渉なのだろうか？これまでの分析を総合すれば、新自由主義的

な色合いを抑え、「より社会的な」欧州を実現するためとなることは、前節での先行研究の分析

から述べた通りであり、一片の真実を含んでいるものと考えられる。ユーロバロメータ調査に

見られる最大の反対要因とそれに次ぐ反対要因である雇用問題への悪影響の懸念やフランスに

おける高失業率の問題も、欧州次元での新自由主義的政策の国内次元への影響に対する懸念と

捉えれば最終的には新自由主義の問題に行き着く。確かに、3 月 10 日の選挙戦開始以降、真

っ先に争点化されたのは新自由主義の問題であり、瞬時の賛否逆転をもたらした。ただし、そ

れがいったん「間氷期」を迎えたことも見落とすべきでないと考える。選挙民の本件に関する

欲求は一時沈静化していたのである。

                                               
17 “Le devoir de vérité impose de dire qu’il peut y avoir un plan B.  Mais une solution rapide est
impossible”, Le Monde, 12 mai 2005.
18 “Les propos de Jaques Delors sur <<plan B>> suscitient le trouble”, Le Monde, 13 mai 2005.
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　しかし、条約再交渉という否決の言い訳を与えられたことによって、選挙民は、言わば安心

して再び反対に向かったのではないだろうか。反対派が掲げたスローガン、”C’est fois, c’est

non. （今回は反対）”と相まって、欧州統合一般に対する高支持率と現状への不満を包括する

パッケージができたのだと見ることは、あながち見当違いではないのではないか。このように

見るとき、ハーバーマスによるニース条約 43 条と 44 条、すなわち「強化協力」条項活用の

示唆は非常に興味深いものとして映る。いみじくもマーストリヒト条約批准におけるデンマー

ク・ショックへの対応が特に下方への多様性を許容することを主眼とした「補完性の原理」の

活用によってなされたよ19うに、今回は「強化協力」活用による上方への多様性の許容が必要

なのかもしれない20。そして、フランス国民を含む EU 市民が、否決の許されない国民投票に

よってでなく、より実質的に欧州次元の政治に意思表示を行えるしくみが整備されなければな

らないだろう。今回、条約再交渉の要求に不満のはけ口が求められたことは、まさにそのこと

を意味しているように考えられる。

　以上のようなことは、実は憲法条約制定過程において既に盛り込まれている。EEC 条約以来

のモットーであった「an Ever Closer Union（たえずいっそう緊密化する連合）」に代えて

「United in diversity（多様性の中の団結）」を掲げ、委員会、各国政府そして各国議会の代

表の広範な参加を得た、制憲議会を想起させるような「コンベンション」をもって従来の政府

間会議一辺倒の方式に代え21、EU 市民権を謳い、47 条に見られるように請願権も含めた。上

方への多様性を担保する「強化協力」については既に述べた通りであるが、憲法条約ではこれ

をいっそう強化して「緊密化協力」としていた。皮肉なことではあるが、回答は既に出ている

とも言えるのである。

第五章  結

　以上、ユーロバロメータ調査およびフランス国内の世論調査データをもとに、先行研究の分

析をふまえて、今回の否決について検討を行ってきた。憲法条約そのもというよりはフランス

の国内事情によって否決されたこと、そしてそのようなフランスの国内事情というものが EU

枠内での新自由主義的傾向によってもたらされているとの選挙民の認識が大きく影響を及ぼし

たことなどの先行研究の分析に、本報告は必ずしも異を唱えるものではない。その上で、実際

の選挙前には重要な争点となるであろうと考えられていたが、実際の選挙結果においては埋没

してしまったトルコの EU 加盟問題の影響はどのようなものだったのか、そして選挙期間中、

                                               
19 デンマーク・ショックと補完性の原理については、例えば以下を参照。吉武信彦『国民投票と欧州統合　デンマー
ク・EU関係史』、勁草書房、2005年、204頁。
20 このように補完性の原則と緊密化協力および強化協力を対比的に見る視点については、以下を参照されたい。拙稿
「欧州統合の歴史と現在」、田中友義・久保広正共編『ヨーロッパ経済論』、ミネルヴァ書房、2004年、84-86頁。
21 その構成からコンベンションにフランス革命期の三部会を見る指摘もある。アラン・シュピオ（橋本一径訳）、「否
定の解剖学 EU憲法条約に対するフランスの『ノン』」、『世界』2005年 8月号、167頁。
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一時は賛否が逆転しながら再び否決へと傾いていったのはなぜか、そしてそれが意味するもの

は何かに特に着目しながら、今回の否決の内容と意味について考察してきた。

　結果、「反トルコ」の争点は、解消されたわけでも、国内事情に対して優先度が低かったわけ

でもなく、それを懸念事項としていた右派反対派が、選挙期間中盤の政権側（右派）のてこ入

れによって賛成に回ったために「隠れた」のではないかとの分析結果に至った。また、選挙期

間中盤の一時的賛否逆転は、同様の理由により一時的に沈静化していた反対派が、条約再交渉

の可能性という「EU に反対するわけではないが、今回は抵抗したい」という反対票を投じる

ための「言い訳」を得たためであろうとの分析結果に至った。以上から、本報告としては、選

挙期間中盤の一時的賛否逆転が意味していたものは、個別の争点であれば全体的な EU 支持に

よって覆い隠される可能性があった（そのために逆転が実現した）ものの、条約再交渉という

「言い訳」によって諸々の不満の噴出口がつくられてしまったということなのではないかと考

える。

　今回のフランスにおける憲法条約批准失敗は、決して EU の崩壊を求めたものではない。EU

自体への支持・信頼の高さがそれを物語っている。また、今回の条約が成立しない場合でも、

ニース条約までの諸条約によって構築されてきた欧州統合過程は厳然として機能し続ける。欧

州統合過程は、そのような意味で不可逆的であり、「ラチェット型」であると言える。従って、

過度の悲観論は的外れであり、「主権擁護派の逆襲」などではない。むしろ、欧州統合の現実を

受け入れた上での、「どのような欧州（EU）か」という問題についての意思表示の欲求である

と捉えるべきであろう。条約再交渉要求という反対理由に込められたものはそのように読み取

れる。すなわち、憲法条約批准の否決は統合の理念に関わるものではなく、統合のあり方に関

するものであり、換言すれば政策的なものであった。

　欧州次元において EU 市民の多様な政治的意見を代表するしくみとしては、本来、欧州議会

がある。しかしながら、マーストリヒト条約や憲法条約の批准に関する国民投票が 70%近くの

投票率を獲得しているのに対し、欧州議会選挙の投票率は 40%台に低迷している。すなわち、

EU としての政策的選択について選挙民の意思を吸収すべき欧州議会がその機能を果たしてい

ない、あるいは果たせないことが今回の否決の遠因であるとも言えるのではないだろうか。

　80 年代中盤以降の 20 年、欧州統合は矢継ぎ早に深化と拡大を繰り返してきた。通貨統合や

市場統合を完成させ、政治協力を「ミトコンドリア的に」22吸収して EC から EU へ発展すると

ともに超国家主義と政府間主義を曲芸的に共存させてきた。また、冷戦終焉に伴い、中立諸国

や旧東欧諸国を迎え入れた。その中で、多様な加盟国の方向性を包含しつつ、一体性を確保し

                                               
22 拙稿「資料と解説: 欧州安全保障戦略（European Security Strategy）」、『慶應法学』第 2号、05年 3月、237-
257頁。
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てきた。まさに嵐のような 20 年であった。しかし、それ以前の欧州統合は、特に 60 年代初

頭から 80 年代中盤まで、暗闇の中を手探りしていた。この期間の前半を彩ったのがド・ゴー

ル大統領による「抵抗」であった。しかし、その「抵抗」も、実は、欧州統合か否かという争

点であったわけではなく、政府間主義的欧州か超国家主義的欧州か、大国主導の欧州か小国の

意見も反映される欧州かという欧州統合のあり方をめぐる争いであった。そのように考えると

き、今回のフランスにおける憲法条約批准否決も明らかに欧州統合史におけるひとつの転機で

あり、そして争われているのはやはり欧州統合そのものの諾否ではなく、市民の欧州か政府の

欧州か、あるいは EU 市民の政治的意見をどのように反映する欧州（EU）かという点であるよ

うに思われる。あるいは、今回のフランス・オランダ両国が統合の直近の源流である ECSC の

原加盟国であることなどから、そのような諸国による先行統合や、統合が一定の深度に達した

国々への特別なケアを、「強化協力」などの枠組みで実現することが必要なのかもしれない。こ

れは、換言すれば「United in diversity」の”diversity”を EU 市民の多様な政治的意見と見

るか EU 加盟国間の多様な政治的状況と見るかである。しかし、そのような模索を行いながら

も、不可逆的な統合の蓄積を基盤にもつ EU は、パリの市章にあるように「たゆたえども沈ま

ず（Flactuat nec mergitr）」、成熟していくものと考えられる。


