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第 1 章  ヨ ー ロ ッ パ と は  

第 1 節 ヨーロッパの地理的特徴 

 

1．アルプス山脈 ～ 「ヨーロッパの屋根」 

 ヨーロッパ大陸の中央部にはアルプス山脈が横たわっている。最高峰のモンブラン（約 4,810

メートル、次頁の写真参照）はイタリア・フラン

ス間の国境にあたり、切り立った角を思わせる

景観で有名なマッターホルン（約 4,500 メート

ル）はイタリア・スイス間の国境にあたるよう

に、アルプス山脈はイタリアと周辺国の境界1を

なすような形状をとる（右の地図上の茶色の地

帯がアルプス山脈にあたる）。そのため、ローマ

帝国の軍隊が西ヨーロッパに侵攻する際や、逆

に、カルタゴの将軍ハンニバルがローマ帝国に

攻め入る際2、また、ナポレオン 1 世がイタリア

に攻め入る際には「アルプス越え」が必要であった。 

 

 

1  アルプス山脈は同時に気候の境界線にもあたり、その北側と南側では気候が異なる。 

2  カルタゴは北アフリカで最も栄えた古代の貿易・軍事都市。現チュニジアの首都チュニスの北

東約 16km、地中海に突き出した三角形の半島に位置する。紀元前 720 年頃、地中海に進出し

たフェニキア人が創設したと考えられている。フェニキア人はカルタゴを基地として大西洋沿

岸まで船隊を派遣し、北アフリカやイベリア半島南部で銀を産出した。また、果実、家具、象

牙を含む各種物資を運び、栄えた。 

  前 3 世紀頃より、カルタゴはシチリア島の領有をめぐってローマと対立するようになり、3

次に亘るポエニ戦争が勃発したが、第 1 次ポエニ戦争（前 264～241 年）でローマに破れ、シ

チリア島を奪われた。 

その後、イベリア半島で勢力を蓄えたカルタゴ

の将軍ハンニバルは、アルプス山脈を越えてイタ

リア半島に侵入した（前 218～201 年の第 2 次ポ

エニ戦争）。意表を突かれたローマ軍は、前 216 年、

カンネーの戦いで敗北を喫したが、イタリア諸都

市と同盟を結んで抗戦した。 
 

   戦争が長期化する中、今度はローマの将軍大スキピオが裏をかいて、カルタゴ本国を攻撃

すると、ハンニバルは慌てて帰国したが、ザマの戦いでローマ軍に敗れ、亡命した。この敗戦

により、カルタゴは領土のほとんどを失い、地中海の覇権もローマに奪われた。 
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前掲のモンブラン（写真左下）は欧州で最も高い山にあたるように、高山が連なるアルプス

山脈は「ヨーロッパの屋根」と呼ばれている。また、ヨーロッパ最大の水源であるだけではな

く（後述 7 頁参照）、多くの国、詳しくは、イタリア、フランス、スイス、リヒテンシュタイ

ン、ドイツ、オーストリア、スロベニアにまたがり、これら国の生活・文化、産業や交通・交

易に深く影響を及ぼしている。そのため、アルプス山脈はヨーロッパの象徴の一つとして目さ

れている。 

 

 

イタリアとフランスの境にあるモンブラン 

（Mont Blanc） 

 

イタリアとスイスの境にある 

マッターホルン（Matterhorn） 

 

 

なお、我が国でもよく知られている「アルプスの少女ハイジ」の舞台はスイスであるが、オ

ーストリアとの結びつきも強く、「アルプス共和国」（Alpenrepublik）とは一般にオーストリア

を指す。ただし、複数形の「アルプス共和国」（Alpenrepubliken）であれば、スイスも含まれる。 

 

 

 

 

ハンニバルの「アルプス越え」 

（第 2 次ポエニ戦争 紀元前 218 年） 

ナポレオン1世の「アルプス超え」 

（イタリア遠征 1800 年） 
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オーストリア  首都：ウィーン 人口：約 858 万人（2015 EU 統計） 

 

オーストリアはヨーロッパ中部にある連邦制の共和国であるが、首都ウィーンは東方に位置

し、東欧諸国との関係が強い。周りはドイツ、スイス、リヒテンシュタイン、チェコ、スロヴ

ァキア、ハンガリー、スロベニア、イタリアの 8 ヶ国に囲まれ、海は持たない。 

 

西暦 900 年代後半以降、ドイツ人（ないし神聖ローマ帝国）による東方植民の中心地として

発展した。そのため、住民のほとんどはゲルマン系であり、ドイツ語が公用語である。 

 

1278 年、ハプスブルク家による統治が開始される。同家は積極的な婚姻政策によって領土を

拡大し、ヨーロッパ随一の列強（多民族国家）へと国を発展させた（29 頁参照）。16 世紀には、

ネーデルラント（現オランダ）、チロル、ハンガリー、ボヘミア等も領有した。 

 

なお、ハプスブルク家は 15 世紀前半以降、ドイツ皇帝 （神聖ローマ皇帝） 位を世襲した。

同家出身のマリア・テレジア（フランス王妃マリー・アントワネットの実母〔1717～1780 年〕）

の下では近代的な中央集権国家の確立が図られ、プロイセンとドイツ内の覇権を争うようにな

るまで発展するが、ナポレオン 1 世の干渉を受け、弱体化した（30 頁以下参照）。 

 

その後のドイツ統一過程では、オーストリアを含む「大ドイツ主義」と含めない「小ドイツ

主義」が対立するが、後者の盟主であるプロイセンとの間で生じた普墺戦争（1866 年）でオー

ストリアは敗北し、ドイツ国家の建設から閉め出されることになった。そのため、翌 67 年に

はマジャール人と妥協してハンガリー王国の建設を許す一方、オーストリア皇帝がハンガリー

王を兼ねるオーストリア＝ハンガリー帝国を成立させた。 

 

前述した経緯により、オーストリアはプロイセンを軸として統一されたドイツに属すことは

できなかったが、ドイツと同盟（さらに、イタリアを加えた 3 国同盟）を結び、バルカン半島

（8 頁以下参照）へ進出した。そして、同半島にあるサラエボでオーストリア皇太子夫妻が暗

殺されたことをきっかけとし、第 1 次世界戦が勃発した（サラエボ事件）。1918 年の敗戦を機

にオーストリア＝ハンガリー帝国は崩壊し、ハンガリーとチェコスロヴァキアが独立した。ま

た、ポーランド、ルーマニア、ユーゴスラビアに領土を割譲し、国土は戦前の 4 分の 1 にまで

縮小した。そのため、ウィーンは小国にとって大き過ぎる首都と揶揄されることもある。  

 

ヒトラーもオーストリア出身であるが、隣国ドイツで首相になると、1938 年 3 月、母国オー

ストリアを併合し、第 2 次世界大戦に巻き込んだ。1945 年 4 月、ウィーンはソ連軍に占領さ

れ、翌月、ドイツと共に無条件降伏した。戦後は米英仏ソによって分割占領されるが、オース

トリアはドイツと共に一つの国を設けることを望んだ。しかし、連合国から却下されたため、

独自の道を歩むことになった。その一環として、憲法で中立主義を定め、中立国となった（1955

年）。なお、東西冷戦終結後の 1995 年 1 月、オーストリアは、同じく中立国であった北欧のス

ウェーデンやフィンランドともに EU に加盟している（11、42 頁参照）。 
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スイス  首都：ベルン 人口：約 824 万（2014 年 スイス連邦統計庁） 

 

 スイスは中央ヨーロッパに位置し、ドイツ、オーストリア、リヒテンシュタイン、イタリア、

フランスに囲まれるが、海を持たない内国である。 

 

 国民はドイツ系、フランス系、イタリア系のスイス人からなり、ドイツ語、フランス語、イ

タリア語を公用語とするが、さらにロマンシュ語も国語として認められている。それぞれの言

語を母語とする国民の割合は、順に、64％、24％、8％、1％である（2013 年 スイス連邦統計

庁）。 

 

紀元前 58 年、ユリウス・カエサル（英語名はジュリアス・シーザー〔前 100 年頃～前 44 年〕）

に征服され、ローマ帝国の属州となった。 

 

13 世紀初頭よりハプスブルク家に支配されていたが、1291 年、ウリ州、シュヴァイツ州、

ウンターリンデン州が永久同盟を結成して独立闘争を開始するが、この三つの州は今日のスイ

スの起源をつくった「原初三州」と呼ばれている。1474～77 年のブルゴーニュ戦争、99 年の

シュワーベン戦争で勝利を治めて事実上の独立を達成した。なお、1513 年までに 13 州同盟に

拡大した。  

 

1648 年、30 年戦争の終結後に開催されたヴェストファーレン講和会議（29 頁参照）では、

神聖ローマ帝国（ハプスブルク家）からの独立が認められ、法的にも独立国となった。 

 

19 世紀初頭、ナポレオン 1 世の干渉を受け国体に変化が生じるが、同フランス皇帝失脚後

に開かれたウィーン会議（1815 年）で永世中立国となることが承認された（30 頁以下参照）。 

 

ヨーロッパの混乱期においても、中立国として安定性を維持してきたため、国際金融の中心

地となっている。また、ヨーロッパの中心に位置することから、国際赤十字、世界保健機関（ｗ

TO）、世界貿易機関（WTO）等の国際機関が数多く設置されている。第 1 次世界大戦後に設立

された国際連盟の本部もスイス（ジュネーブ）に置かれていた。 

 

国際連合（本部は米国ニューヨークにあるが、事務局の一つはスイス・ジュネーブに設けら

れている）には 2002 年に加盟しているが、国民投票の結果を受け、EU には加盟していない

（スイスと EU の経済統合について、65 頁を参照されたい）。 
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2. ライン川 ～ 「西ヨーロッパの動脈」 

 アルプス山脈はヨーロッパ最大の水源となっており、ここからドナウ川、ライン川、ローヌ

川、ポー川といった国際河川が流れている。 

 

その一つであるライン川は、スイスからフ

ランス、ドイツ、オランダを経て北海へと流

れる。このようにライン川は 4 国を横断する

が、物資を搬送する交通路として重要な役割

を果たした。1816 年に設立されたライン川船

舶航行中央委員会は、現在でも活動する世界

最古の国際機関とされている（31 頁参照）。 

 

ドイツとフランスの領土はライン川によ

って分けられるべきとする見解が古くから

主張されている。実際に、そうなっているわ

けではないが、両国間の国境にほぼ一致す

る。 

 

 

(https://ameblo.jp/pureryu/entry11790490039.html) 

ローマ帝国は現在のフランスの領土（当時はガリアと呼ばれていた）を支配下に置いた後、

ライン川を越え、ドイツ地方に侵攻したが、この川沿いにあるドイツの大都市ケルン（Köln）

の名称は、コロニー（colony）、つまり、ローマの植民地に由来する。なお、ケルンは 1800 年

代初旬、ナポレオン 1 世によって占領されるが、同フランス皇帝も愛用した「ケルンの水」が

「オーデコロン」（eau de Cologne）である。 

 

  ※ ケルン ドイツ語では Köln （ケルン）、フランス語では Cologne （コロン） 

フランス語のオーデコロン（eau de Cologne）は「ケルンの水」の意 

 

中世、ライン川沿いのストラスブール、マインツ、シュパイアー、ヴォルムス、ケルンには

大聖堂が次々と建てられ、カトリックの普及に貢献した。大聖堂は現在でも残されており（実

際にミサが行われているものも少なくない）、これらの都市のシンボルとなっている。 

 

※ 大聖堂の一つとして、パリのノートル・ダム大聖堂が挙げられる（なお、パリはライン川

沿いにあるわけではない）。その建築は 1163 年に着工されているが、完成したのは 1345 年

である。ノートル・ダム（Notre Dame）とは「我らの貴婦人」の意で、聖母マリアを指す。 

なお、大聖堂建築は 12 世紀に最高潮に達するが、建築資金を得るため、教会は貸金業を

営むことができたユダヤ教徒を保護した。そのため、カトリックの教会ではあるが、その外

壁にはユダヤ教徒を象徴する像も飾られている。建築が終了すると、カトリック教会はこ

の異教徒を迫害した。その背景には経済危機・不作やペスト（黒死病）の流行があったが、

この病はユダヤ人が広めたとさえ言われていた。 
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3．バルカン半島 ～ 「ヨーロッパの火薬庫」 

 バルカン半島はヨーロッパ大陸の南東部に位置するが、その一部は小アジア（中近東）と接

しており、古くからアジアとの交流が見られる。西洋文明の基盤を作ったギリシャ文明はこの

地域で発祥・発展したが、マケドニアのアレキサンダー大王3がギリシャ世界を統一し、さらに

東方へ遠征すると、西洋文化と東洋文化が融合したヘレニズム文化が生まれた。 

 

 現在、同半島にはスロベニア、クロ

アチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、

モンテネグロ、セルビア、コソボ自治

州、マケドニア4（なお、後述するよう

に、これらは旧ユーゴスラビア構成国

であった）、ブルガリア、ルーマニア、

ギリシャ、また、トルコのヨーロッパ部

という多数の国や地域が存在する。 

 

右図：Google Map 2017  

 

 その内、ギリシャ（1981 年 1 月）、スロベニア（2004 年 5 月）、ブルガリアとルーマニア（2007

年 1 月）、クロアチア（2013 年 7 月）は EU に加盟している。 

 

トルコは 1987 年に EU 加盟を申請した。これを受け、加盟交渉も実際に開始されているが、トル

コの非民主化や人権侵害、また、宗教上の理由に基づき（トルコは非キリスト教国である）、同国の

EU 加盟に反対する加盟国も少なくない。そのため、交渉が終結し、加盟が実現する見通しは全くた

っていない。 

 

 バルカン半島には宗教・言語を異にする多数の民族が住んでおり、民族紛争が繰り返し生じ

ている。特に、第 1 次世界大戦は、1914 年 6 月、同半島への侵出をもくろむオーストリアの

皇太子夫妻がボスニアの首都サラエボで民族主義者によって暗殺されたことをきっかけとし

て生じたが（サラエボ事件）、当時、バルカン半島は「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれていた。

同戦争でオーストリア＝ハンガリー帝国、ロシア帝国、オスマン帝国が敗退すると、セルビア

を中心に南スラブ人の統一王国が誕生 （1929 年、ユーゴスラビア王国と改称）した。 

 

3  マケドニア王国のアレキサンダー大王（紀元前 356～323 年）はアレクサンドロス 3 世とも呼

ばれているが、父であるマケドニア王ピリッポス 2 世の子ではなく、ギリシャ神話の最高神・

天空神であるゼウスの子として育てられた（そのような思想は母親の影響が強い）。また、マ

ケドニア出身の哲学者アリストテレスを家庭教師とした。 

4  アレキサンダー大王の祖国マケドニア王国（古代マケドニア王国）と今日のマケドニア共和国

（マケドニア旧ユーゴスラビア共和国）は異なる。なお、マケドニアとは地域の名称であり、

現在、北西部はマケドニア共和国に、北東部はブルガリアに、南部はギリシャに属する。 
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第 2 次世界大戦では、ユーゴスラビア、アルバニア、ギリシャは連合国側に、ルーマニアと

ブルガリアは枢軸側に立って戦った。戦後は、ギリシャとトルコを除き、いずれも社会主義国

となったが、まず、ユーゴスラビアが、次いで 1961 年の中ソ論争を機にアルバニアが離反し

た。また、同じ頃より、ルーマニアの自主路線が目立ちはじめ、ソ連に忠実なのはブルガリア

のみとなっていた。 

 

 1989 年に東西冷戦が終結し、東欧の民主化が進む中、旧ユーゴスラビア連邦は解体し、多く

の独立国家が誕生した。民主主義や法の支配の普及、人権保護等が不十分であるため、そのほ

とんどはまだ EU に加盟できていないが、いち早く（つまり 1991 年に）独立したスロベニア

とクロアチアは、それぞれ 2004 年 5 月と 2013 年 7 月に悲願を達成している。 

 

  

旧ユーゴスラビア連邦構成国 

① スロベニア（2004 年 5 月 EU 加盟） 

② クロアチア（2013 年 7 月 EU 加盟） 

③ ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 

④ モンテネグロ 

⑤ セルビア 

⑥ コソボ 

⑦ マケドニア 

 

2015 年 8 月以降、トルコの南にあるシリアから、このバルカン半島を通り、EU（特にドイ

ツ）内に入ろうとする難民が著しく増え、大きな社会問題になっている（下図参照）。 

 

シェンゲン協定に基づき、（大半の）EU 加盟国は国

境検査を廃止している。そのため、一旦、「バルカンル

ート」を経て、ギリシャ国内に入った者は、空港でパ

スポート検査を受けることなく、ドイツ国内にも自由

に入れるようになる。これは、ドイツの代わりに、ギ

リシャが難民の入国管理を行うことを意味する。その

一環として、両国を含む EU 加盟国は入国管理基準を

統一している。 

 
 

出展：2015 年 9 月 15 日付「朝日新聞」 

 

EU は加盟国の難民認定制度も統一しているが、それによれば、難民が最初に足を踏み入れ

た加盟国で難民認定を申請しなければならない。そのため、「バルカンルート」を経て、ギリシ

ャに入った難民は、ドイツでの生活を希望する場合であれ、ギリシャで難民認定を申請しなけ

ればならない。そこで申請が却下されれば、他の加盟国で再度、申請することは許されない。 
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4．イベリア半島 

  

 

イベリア半島はヨーロッパ南西部にあり、スペイン、ポルトガル、アンドラ、イギリス領ジ

ブラルタルが存在する地域である。北東部にあるピレネー山脈によってヨーロッパの他の地域

（フランス）と分けることができる。南部は北アフリカと近距離にある。 

 

 

 

同半島の大半を占めるスペインとポルト

ガルは南欧諸国（ヨーロッパを東西で分ける

ならば西側に属する）であり、カトリックが

厚く信奉されているが、北アフリカから北上

してきたイスラム帝国に支配された時代も

長く続いた（8 世紀初頭から 15 世紀末期）。 

 

1939 年以降、スペインでは軍人のフランコ

が独裁政治を敷いていたが、同体制が収ま

り、民主化が進んだ 1986 年 6 月、スペイン

はポルトガルとともに EU に加盟している

（41 頁参照）。 

左図：Google Map 2017 

 

◎ ジブラルタル 

 イベリア半島の南端近くにあるジブラルタルは、

スペインと国境を接し、かつては同国の領土であっ

たが、1713 年よりイギリスの海外領土となってい

る。同国の海外領土のすべてで EU 法が適用される

わけではないが、ジブラルタルでは適用される。つ

まり、ジブラルタルは地理的に EU に属する。 

  

出展：2017 年 4 月 3 日付「読売新聞」 

 

ジブラルタルの人口は約 3 万人、面積はわずか約 6 平方キロメートルしかないが、（かつて

のマルタやキプロスに同じく）イギリスの地中海における重要な軍事基地として位置づけられ

ている。そのため、スペインの度重なる返還要求にイギリスは応じていない。なお、スペイン

は EU に加盟する 1985 年までジブラルタルとの国境を封鎖していた。2006 年にはスペイン、

イギリス、ジブラルタルの 3 者間で関係改善に関する協定が締結されているが、領有権問題は

完全に解決していない。 
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 1967 年にジブラルタルで実施された住民投票の結果が示すように、住民の圧倒的多数はイ

ギリス領に留まることを希望している。 

 

なお、2016 年 6 月に行われたイギリスの EU 脱退の是非を問う国民投票において、ジブラル

タルの有権者の 96％は EU 残留を支持した。この結果は、かねてよりスペインとの流通（人の

移動も含む）が盛んに行われているが、EU から脱退すれば、もはや自由に行えなくなるとい

う住民の懸念を反映している。ジブラルタルの投票結果とは異なり、イギリス全土では EU 脱

退派が過半数に達した。そのため、イギリス政府は 2017 年 3 月、離脱交渉の開始を EU に申

請したが、スペイン政府はジブラルタル問題が解決しない限り、イギリスの離脱交渉で譲歩し

ない構えを見せている。交渉の成立には、スペインを含む全ての EU 加盟国の同意が必要にな

るため、交渉の難航が想定されている。 

 

5．スカンジナビア半島 
    

 スカンジナビア半島はヨーロッパの北端に位置し、ノルウェー、スウェーデン、また、フィ

ンランドの領土の一部となっている（なお、フィンランドの西部はロシアと接している）。 

 

この地域は、いわゆる北欧にあたり、その北部（北極圏）では白夜を体験することができる。

また、フィンランド北部には「サンタクロースの村」がある。 

 

前掲の 3 国にデンマークを加えた 4 国をスカンジナビア諸国と呼ぶ。諸国間の交流は発展し

ており、人の移動の自由に関し、（EU の制度とは異なる）独自の制度を構築している。 

 

北欧諸国（スカンジナビア諸国）は福祉政策が充実していることでも知られている。 

 

 ノルウェーとスウェーデンでは漁業が発展しているが、ノルウェーは数少ない捕鯨国の一つ

である。 

 

デンマークは 1973 年 1 月に、また、スウェーデンとフィンランドは冷戦終結後の 1995 年 1

月に EU に加盟している。ノルウェーも 1995 年 1 月に加盟することが想定されていたが、国

民投票の結果を受け、加盟を見送った。同国は石油資源に恵まれ、豊かであること、また、EU

加盟によって漁業に関する主権が奪われること（漁獲量に関するイギリスやスペインとの対立）

が加盟反対の主な理由として挙げられる。 
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6. キプロス 
 

キプロスは地中海東部（トルコの南 70km、シリアの西 100km）にあるキプロス島を領域と

する島国である。キプロス島は地中海で 3 番目に大きく、面積は四国のほぼ半分にあたる（9,251

平方 km）。首都はニコシア。 

 

約 85 万の人口の 80%はギリシャ系（ギリシャ正教徒）であるが、18.7%はトルコ系（イスラ

ム教徒）である。そのため、ギリシャ語とトルコ語を公用語とする。 

 

東地中海の要衝にあたるキプロス島は古くから争奪の地となり、マケドニア（古代ギリシャ）、

ローマ帝国、東ローマ帝国（ビザンチン帝国）、ベネチアの支配を経て、1571 年にはトルコ領

となった。 

 

1878 年、イギリスはトルコから租借するが、第 1 次世界大戦に際し、併合した。 

 

第 2 次世界大戦後、激しい独立運動が起きた。そのため、1959 年、イギリス、ギリシャ、ト

ルコ、ギリシャ系およびトルコ系住民代表は協定を結び、1960 年、キプロス共和国として独立

した。 

 

独立からまもなくして、ギリシャ系住民と

トルコ系住民の間で激しい紛争が繰り返さ

れるようになるが、1974 年、ギリシャ系住民

はギリシャの軍事政権の支持を得て、クーデ

ターを起こした。すると、トルコもトルコ系

住民の保護を理由に派兵し、国土の約 37％を

占領した。そして、1983 年、トルコの支援を

受けたトルコ系住民は「北キプロス・トルコ

共和国」の独立を宣言するが、トルコにしか

承認されなかった。つまり、国際社会や国連

安保理はこの独立を認めていない。しかし、

事実上、二つの政府が並立してキプロス島を

治める状態が続いている。  

 

 

 

 

   資料提供：朝日新聞 

 

ギリシャ系キプロスは 2004 年 5 月の EU 東方拡大時、他の 9 ヶ国と共に EU に加盟してい

る（43 頁参照）。 
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第 2 節 ヨーロッパの特性 

 

今日、ヨーロッパとは EU（欧州連合）を指すことが多い5。この傾向は EU 内で強く表われ

ており、EU は自らの政策・理念をヨーロッパの政策・理念と呼んでいる。この用語法によるな

らば、EU に加盟している国がヨーロッパ諸国ということになるが、加盟国数は 28 にとどまり、

加盟していない国も多数ある。 

 

※ EU に加盟していないヨーロッパ諸国の例 

  スイス、ノルウェー、アイスランド、トルコ、ウクライナ、セルビア 

 

ある国がヨーロッパに属するかは、地理的な要素だけではなく、宗教・文化的（生活様式）

要素を考慮して判断される。また、政治的な意義が込められることもある。 

 

1. 地理的要件 

①  ヨーロッパ諸国はヨーロッパに属していなければならない。そのほとんどはヨーロッパ

大陸上にあるが、イギリス、アイルランド、アイスランド、キプロス、マルタなど、大陸上

にない国も、ヨーロッパの国として扱われる。 

 

トルコは領土の大半がアジアにあるが、その一部はヨーロッパ大陸上にある（8 頁の地図

参照）。特に、東ローマ帝国（ビザンチン帝国）の首都であったコンスタンティノポリスが

トルコのヨーロッパ領土内にあることから、トルコはヨーロッパの国として扱われている。

なお、コンスタンティノポリスは現在、イスタンブールと呼ばれているが、人口 1,410 万人

を擁するヨーロッパで最大規模の都市である（8 頁の地図参照）。トルコをヨーロッパ諸国

に含めることには、中東におけるヨーロッパの影響力を強めることや、中東情勢を安定化

させるといった意義も持っている。 

なお、ヨーロッパ諸国の領土であっても、地理的にヨーロッパに属さない地域もある。例

えば、（アルゼンチンの東岸にある）フォークランド諸島はイギリスの領土であるが、ヨーロ

ッパには属さない。 

 

②  ヨーロッパとアジアをあわせてユーラシア大陸（Euro＋Asia）と呼ぶが、両者の境界は明

確になっていない。つまり、ヨーロッパの東端は明らかではない。近年はロシアを含めない

場合が多い。 

③  ヨーロッパ諸国は、おおむねローマ帝国、フランク王国、神聖ローマ帝国、ナポレオンの

統治下のフランスの勢力下に置かれていた（26 頁以下参照）。 

 

5  同様に、European Contract Law とは EU 契約法を、European Civil Procedure とは EU 民事訴訟

法を意味する。 
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2. 宗教的要素 

ヨーロッパでは古くからキリスト教（または、その母胎であるユダヤ教）が普及しており、

キリスト教を生活・文化の基盤としている。つまり、ヨーロッパとはキリスト教を基盤とする

社会である。これは、特にイスラム圏と区別する上で重要である。 

 

キリスト教は、1 世紀初

頭、中近東（詳しくは、パ

レスチナ6）で神の国を説い

たイエス・キリストを救世

主として崇め、その教えを

基盤とする宗教である。な

お、キリストの誕生よりか

なり前から中近東ではユ

ダヤ教が広まっていた。ユ

ダヤ教によれば、人民を救

うためにメシア（救世主）

が出現するとされている

が、キリストをこの救世主

として捉えるのがキリス

ト教である。これに対し、ユダヤ教徒はイエス・キリストを救世主として認めておらず、現在

にいたるまで救世主の出現を待ち続けている。要するに、キリスト教はユダヤ教を母胎とする

宗教であるが、イエス・キリストを救世主として位置づけるかという点で両者は大きく異なる。 

 

※ 右上の地図上の国々 

① トルコ  ② シリア  ③ キプロス  ④ レバノン ⑤ イスラエル ⑥ ヨルダン ⑦ エジプト 

⑧ イラク  ⑨ サウジアラビア  ⑩ イエメン ⑪ オマーン ⑫ イラン  

⑬ アルメニア ⑭ アゼルバイジャン ⑮ ジョージア（グルジア） ⑯ ロシア  ⑰ ブルガリア 

 

6  パレスチナとは地中海東岸にある地域で、現在、その大半はイスラエルが占めている。北部は

シリアの、また、東部はヨルダンの領土の一部となっているが、南西部はエジプトと接してい

る。パレスチナと呼ばれる前は、ユダまたはユダヤ（ユーダイア）と呼ばれ、ユダヤ教という

宗教名の由来となった。 

 なお、パレスチナという地名はギリシャ語のパライスチナに由来するが、「ペリシテ人の土地」

という意である。ペリシテ人とは紀元前 12 世紀初頭、この地に住み着くようになった戦闘的な

海洋民族で、ユダヤ人の宿敵となった。かつてはユダヤと呼ばれていた地域を宿敵ペリシテ人

の土地、すなわち、パレスチナ（シリア・パレスチナ）と改名したのは、ローマ皇帝ハドリアヌ

ス（在位 117 年～178 年）である。紀元前 64 年より、この地域はローマの属州となっていたが、

ユダヤ人は帝国に服従していたわけではなく、度重なる反乱を鎮圧したハドリアヌスは、ユダ

ヤを地名から抹消し、あえて「ペリシテ人の土地」という名に改められた。 
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イエス・キリストが中近東（パレスチナ）で布教活動を行っていた 1 世紀初頭、同地はロー

マ帝国の支配下にあったが、帝国はキリストを十字架にはりつけ殺害した（なお、キリストを

捕らえ、帝国に引き渡したのはユダヤ人とされている）。彼の死後、その教えに基づき生まれた

キリスト教はローマによって厳しく弾圧されるが、帝国内で広く信仰されるようになり、4 世

紀には公認されるまでになった。それ以降、キリスト教はローマを大本山とし、ヨーロッパ各

地に広まっていくが、1517 年、マルチン・ルターは、堕落・腐敗していたローマ・キリスト教

体制（ローマ教会）を批判した7。彼が行った宗教改革をきっかけとしてプロテスタント教会が

設けられ、カトリック（ローマ教会）と対立するようになった。なお、プロテスタントは、ル

ターの母国であるドイツや北欧で普及しているのに対し、イタリアを含む南欧では現在でもカ

トリックが広く信奉されており、両者の違いは、祭司や教会内の装飾だけではなく、政治や法

にも表れている。 

 

 諸国の例 キリスト教の宗派 倫理・思想 

南欧 
イタリア、フランス 

スペイン 
カトリック 

保守的 

離婚、中絶、同性婚

の容認に消極的 

北欧 

ドイツ、オランダ、デ

ンマーク、スウェーデ

ン 

プロテスタント 自由主義的 

 

    ※ ギリシャ、イギリス、ロシアでは、他の宗派が広く信仰されている。 

 

 なお、カトリック、プロテスタントの違いはあるものの、キリスト教は博愛・人道主義（ヒ

ューマニズム）を教義とし、ヨーロッパ社会に深く根付いている。特に、異教徒であるユダヤ

人に対し繰り返される迫害・差別は博愛・人道主義の立場から厳しく批判されている。なお、

資本主義が発展した 19 世紀以降は社会主義が新たな価値として位置づけられている。 

 

  

 

7  カトリック神学上、罰を相殺するには、祈祷、巡礼、教会への寄付といった善行をなす必要

があるが、中世のルネッサンス期には、免罪符（贖宥状）を買うことでも良いという考えが

広まった。聖堂建築費用を調達するため、ドイツのフッガー家と組んで、免罪符販売が濫用

されるようになると、ルターの批判を浴びた。 

なお、2017 年はルターの宗教改革 500 周年にあたり、彼にゆかりのあるドイツの都市では記念

式典が行われた。 
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3．文化的要素、生活様式 

ヨーロッパ諸国は古代ギリシャや古代ローマの文明・文化、生活様式、言語や法体系を受け

継いでいる。つまり、西洋文明を基盤にしている。 

 

  ローマ法 

  ローマ帝国の勢力が広い範囲に及び、異なる文化・慣習を持つ民族を従えるだけでは

なく、通商の発達に伴い司法制度も発展し、「信義誠実」「衡平」「善良の風俗」といった

理念に照らした法が制定されるようになった。また、ギリシャ哲学にならい「人の法」

「物の法」「訴訟の法」という区分も設けられるようになった。ユスティニアヌス帝（在

位 527～565 年）の治世下では、これらの法や学説からなる「ローマ法大全」が編纂さ

れるが、後にローマ法はヨーロッパ諸国に受継され、今日に至るまで、その基盤となっ

ている。ドイツの法学者イェーリングは、政治（ヨーロッパ諸国の支配）、教会、法の分

野で、ローマは 3 度、世界を征服したと述べている。 

 

4. 政治的基準 

1989 年の冷戦崩壊以降、ヨーロッパでは民主主義や人権保護の重要性が再認識されている

が、これらはヨーロッパ各国が共有する「ヨーロッパの理念・価値」として重要視されている。

また、ソ連の支配下に置かれていた東欧諸国にこれらの価値を浸透させることは、「理念・価値

の輸出」（特に「民主主義の輸出」）として捉えられている。 

 

〔検討〕なお、上掲の基準では完全に説明できないケースもある。 

 

 

トルコは宗教・文化的（非キリスト教圏）、政治的（非民主主義）に、また、

地理的に完全にヨーロッパの基準を満たしているわけではないが、ヨーロッパ

大陸上にも領土を持っているため（東ローマ帝国の首都であったイスタンブー

ル〔13 頁参照〕）、ヨーロッパに属するとされている。 

 

 

 

これに対し、イスラエルは宗教・文化的にはヨーロッパに属すが、地理的な観

点から、ヨーロッパの国ではないとされている（14 頁の地図参照）。 

 

 

ロシアは、地理的8、また、宗教・文化的にはヨーロッパに属すが、政治的な

観点から、ヨーロッパに属さないとされることがある。 

 

8  17 世紀までロシアはヨーロッパの一部とはみなされていなかったが、ピョートル大帝がフィン

ランド湾の端にサンクトペテルブルクを建設し、1713 年にモスクワからその地に首都を移した

ことがヨーロッパと目される契機となった。フレデリック・ドルーシュ（総合編集）、木村尚三

郎（監修）、花上克己（訳）『ヨーロッパの歴史』（東京書籍 1994 年）14 頁参照。 
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EU 加盟要件としてのヨーロッパ性 

EU に加盟しうるのはヨーロッパ諸国に限られるが（EU 条約第 49 条第 1 項参照）、ある国

がこの要件を満たすかどうかは政治的な判断である。 

 

EU 条約では、ヨーロッパについて何ら説明しておらず、ある国がヨーロッパに属するかど

うかの判断は EU の裁量（加盟国政府全体の判断または EU の行政機関である欧州委員会の判

断）に委ねられている。その判断を不服として裁判所に訴えることはできない（→裁判所はそ

のような政治的判断の当否ないし正当性について審査しえない）。 

 

「東欧」と「西欧」 

「東欧」や「西欧」という概念も広く使われているが、これには文字通り「東」や「西」と

いった地理的な要素に基づくものと政治的な要素に基づくものがある。 

             ↓ 

           東欧：（かつての）共産主義国 

           西欧：資本主義国、自由主義国 

  

ギリシャは、地理的には「東欧」であるが、政治的には「西欧」である（1981 年に EU に

加盟している）。 

  

ヨーロッパ諸国の地理的分類 

 ヨーロッパ諸国は地理的に以下のようにグループ化することができる。 

 

ベネルクス 3 国 ベルギー、ルクセンブルク、オランダ 

スカンジナビア諸国 ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク 

バルト 3 国 エストニア、ラトビア、リトアニア 

旧ソ連構成国 ロシア、ウクライナ、上掲のバルト 3 国など 

旧ユーゴスラビア構成国 スロベニア、クロアチア、セルビア、コソボなど（9 頁参照） 

ヴィシェグラード 4 ヶ国 ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー 
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第 3 節 ヨーロッパ社会の特徴 

 

1．キリスト教の影響が非常に強い。 

教会（church/Kirche）とはキリスト教の礼拝施設を指すが、ヨーロッパの街の中心は駅では

なく、教会であり、教会が町のシンボルないし観光名所になっている。また、結婚式や追悼式

等は教会で行われる。 

 

現在はクリスマスやイースター（復活祭）でさえ教会に行かない人が大半を占めるようにな

っているが、キリスト教が政治、社会全体や人々の生活に大きな影響を与え続けていることに

変わりはない。労働、婚姻・離婚、妊娠中絶等についてもキリスト教が深く関与している。 

 

例 ・日曜日は休日であり、商店は開かない。 

・カトリックは同性婚や離婚を認めない。 

・カトリックは妊娠中絶を認めない。 

 

1 世紀中旬、中近東で発祥したキリスト教は、古代ローマ帝国で当初は弾圧されるが、後に

国教となり広まった（14 頁参照）。現在でも、キリスト教の保守系教派であるカトリックは、

ローマ（厳密にはバチカン市国）に本拠を置いているが、南ヨーロッパでは、このカトリック

の影響が強い。これに対し、北ヨーロッパでは、プロテスタントを信奉する者の割合が大きく

なっている（15 頁参照）。 

 

なお、個人による富の追求を可能にした資本主義（ないし資本主義

市場）は 15 世紀末にヨーロッパで生まれたが、18 世紀後半から 19 世

紀前半にかけてイギリスで起きた産業革命は大資本家による富の集中

を可能にした。その一方で、一般市民である労働者は資本家に酷使さ

れるようになったが、19 世紀後半に労働者階級の窮状を指摘し、労働

者の解放を訴えのたがカール・マルクス（1818～1883 年（写真右））で

ある。彼の研究に基づく科学的社会主義は（独裁的な）共産主義の基

礎ともなり、ソ連やその影響下にあった東欧諸国、また、中国で支持されるようになった。反

面、資本主義が発展した西ヨーロッパでは敵視ないし警戒されることも少なくなかったが、労

働者の利益を重視する社会主義の考えは現代ヨーロッパの理念・価値の一つになっている。例

えば、前述した日曜休業にそれが表れているが、より根本的にはキリスト教の精神に合致して

いる。また、西ヨーロッパ諸国の資本主義は社会主義的資本主義と呼ばれている。 

 

前掲のカール・マルクス（1818～1883 年）はドイツ南西部にあるトリーアで生まれた。ルク

センブルクに隣接するこの小都市には古代ローマの遺跡が残っているが、いわゆる西側（西ド

イツ）にあり、マルクスの経済理論や彼に対する人物評価は割れている。生誕 200 周年に際し、
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中国はマルクスの像（高さは 6 メートルにも達するとされている）をトリーアに寄贈する意向

を示しているが、これを受入れるかどうかトリーア側は返答していない。 

 

2. 古くから人々の往来が盛んである。 

陸続きのヨーロッパにおいて人々は古来より活発に移動してきた。例えば、中世、大学生は

学びを求め、ヨーロッパ各地を遍歴した。現在でも、大学生のほとんどは留学を経験する。人々

を招致するため、生活・労働環境や景観を改善する試みや都市開発も活発に行われてきた。そ

の反面、（特に、高校生以下の）外国に対する関心は高くない。また、現在でも「国」や「国民

性」「自国のアイデンティティー」が重視されている。 

 

3．移民社会（多国籍社会） 

「人種のるつぼ」と形容されるのはニューヨークであるが、ヨーロッパの都市も同じような

状況にある。ドイツの首都ベルリンで電車を利用する者のほとんどは移民である。 

 

ヨーロッパ諸国には他のヨーロッパ民族だけではなく、中近東やアフリカ北部より多くの

人々が移り込んでいる。また、イギリス、フランス、オランダ、ベルギー等はアフリカにも植

民地を持っていたため、アフリカ系住民も多い。 

 

第 2 次世界大戦後、ドイツは労働力不足を補うため、トルコから大量の移民を受け入れてき

たが、ドイツ人との融合が進んでいない。特に、生活習慣の違い、貧富・学歴の格差、外見・

名前の違いに基づく差別、トルコ人に対する偏見が現在でも存在する。 

 

近時は、トルコのエルドアン大統領が進める政策が非民主的・非人権的であるとして EU や

加盟国から批判されており、トルコに対する風当たりがますます強くなっている。トルコの政

治家が EU 加盟国を訪れ、そこに住むトルコ系住民を対象に演説をすることは、かねてより行

われているが、前述した背景のもと、オランダ政府やドイツの地方政府は、2017 年 3 月、トル

コ政府の代表が自国内で演説を行うことを禁止した。 

 

その他に、宗教的な問題・対立も多数存在する。特に、イスラム圏からの移民（→イスラム

文化の流入）が問題になっている。 

 

① スカーフの着用 

  イスラム教によれば、公の場において成人女性はスカーフを着用しなければならないが、

ヨーロッパ諸国の中には、イスラム教を信奉する女性が公の場でスカーフをかぶることを

禁止する国がある（例えば、フランス）。欧州人権裁判所は、人に接する職業にある女性（例

えば、医者、薬剤師、店員）のスカーフ着用を法律で禁止しても人権侵害にはあたらないと

判断している。 
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② クリスマス 

  すべてのヨーロッパ諸国は 12 月 25 日を祝日としているが（翌 26 日も休日とする国が

ある）、イスラム教徒が増えているため、クリスマスを祝う意義が再検討されている。 

 

  また、クリスマスの約 4 週間前より各地で開催されるクリスマス市についても同様であ

る。それを「クリスマス市」と呼ぶのではなく、「ろうそくの灯火のマーケット」に改める

べきかという議論もなされている。 

 

③ PEGIDA（Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes） 

  ヨーロッパのイスラム化に反対する愛国主義的ヨーロッパ人 

他方、イスラム圏から大量に押し寄せる移民・難民に反発する者や、ヨーロッパの独自

性の喪失に危機感を抱く市民も少なくない。こうした声を反映し、2014 年 10 月、「ヨーロ

ッパのイスラム化に反対する愛国主義的ヨーロッパ人」（Patriotische Europäer gegen die 

Islamisierung des Abendlandes （PEGIDA））運動がドイツで本格化した。この運動は経済発

展が遅れている旧東ドイツ地区のドレスデンで特に盛んであるが、近時は、過激な外国人

排斥運動を批判する市民団体も現れている。2016 年のドイツ統一記念式典は、両陣営が対

立する中、この都市で実施された。なお、統一記念式典は、毎年、開催地を変え、10 月 3

日に行われている。 

 

④ 右派ポピュリストの台頭 

急速に進展する欧州統合によって母国のアイデンティティーや豊かさが失われること、

また、従来の社会秩序（キリスト教に基づく社会秩序）の崩壊に危機感を抱き、反 EU・外

国人排斥運動が勢いを増している。近年はイスラム圏から大量の移民が国内に入っている

ことに反発し、イスラム批判を展開する右翼ポピュリストが西ヨーロッパで台頭している

が、伝統的には反ユダヤを訴えている。 

 

市民（国民）が感じていることを率直かつ大々的に、また、多くの場合、「ピエロ」を演

じながら、政府やエリート層を馬鹿にするような形で発言をする政治家がいる。このよう

な政治家をポピュリストと呼ぶ。また、このような政治家の主義・立場をポピュリズムと呼

ぶ。イギリス、フランス、オランダといった西ヨーロッパ諸国では、移民があまりにも多く

なり、一般市民の不満・不安が増幅されていることを背景に、外国人排斥を声高に叫ぶ右派

ポピュリストが支持基盤を拡大している。 

 

・右派ポピュリストの例 

フランス国民戦線 マリーヌ・ル・ペン（Marine Le Pen） 

   オランダ自由党 ヘルト・ウィルダース（Geert Wilders） 
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なお、EU の立法機関の一つである欧州議会のメンバー、すなわち、欧州議員は各加盟

国で実施される欧州議会選挙によって選出されるが（各国の議席数について 56 頁参照） 、

反 EU ないし EU 離脱を党是とする政党も議席を獲得している。前出のポピュリスト 2 名も

欧州議員である。それゆえ、EU の法律を制定する欧州議会のメンバーの全てが EU 統合に

賛成しているわけではない。 

 

イギリスの EU 離脱の是非を問う国民投票（BREXIT 国民投票）で離脱を訴えていたナイ

ジェル・ファラージ（Nigel Farage・イギリス独立党〔UKIP〕党首）も欧州議員である。実

際にイギリスが EU から脱退することになれば、イギリスから欧州議員は選出されなくな

るため、彼は欧州議員としての地位を失うことになる。 

 

4．人口の少ない小国が多い。 

 ヨーロッパには我が国（1 億 2700 万人）のように人口の多い国は存在しないが、東京都（1,351

万人）や埼玉県（726 万人）の水準に達しない国も決して珍しくない。これは国民の一体性を

高め、世論形成を容易にしている。他方、外国人の大量流入は人口が少ないほどデリケートな

問題になるため、外国人排斥運動が活発に行われている国（例えば、スイス、ベルギー）もある。 

 

◎ EU 加盟 28 ヶ国の人口※   単位：1 万人 

東方拡大より前に加盟していた国 

ド イ ツ 8120 

フランス 6641 

イギリス 6488 

イタリア 6080 

スペイン 4645 

オランダ 1690 

ベルギー 1126 

ギリシャ 1086 

ポルトガル 1037 

スウェーデン 975 

オーストリア 858 

デンマーク 566 

フィンランド 547 

アイルランド 463 

ルクセンブルク 56 

合 計 40378 
 

東方拡大後に加盟した国 

ポーランド 3801 

ルーマニア 1987 

チ ェ コ 1054 

ハンガリー 986 

ブルガリア 720 

スロヴァキア 542 

クロアチア 423 

リトアニア 292 

スロベニア 206 

ラトビア 199 

エストニア 131 

キプロス 85 

マ ル タ 43 

合 計 10469 

 

全 28 ヶ国   50847 

※ 各国の人口（2015 年）は EU の公式サイトによる。 

  http://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en 
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5. 複数の言語を話させる人が多い。 

ヨーロッパでは 3 ヶ国語以上、話せる人が多い（多言語化社会としてのヨーロッパ）。特に、

小国（例えば、ルクセンブルク、ベルギー）ではマルチリンガルの割合が高いが、複数の言語

を自由自在に使える国際人を典型的なヨーロッパ人として捉えることもできる。 

 

なお、複数の言語を公用語としている国や地域がある。 

 

例： 

 

ベルギーは隣接する国の言語、詳細には、オランダ語、フランス語（フラ

マン語とも呼ぶ）、ドイツ語を公用語としている。また、国内の地域は、オラ

ンダに近いオランダ語圏（フラマン語圏）、フランスに近いフランス語圏、ド

イツに近いドイツ語圏に分けられる。 

首都ブリュッセルはオランダ語圏（フラマン語圏）にあるが、フランス系

の住民の割合が高いため、フランス語が広く用いられている。 

 

 

  

 

ルクセンブルクはルクセンブルク語の他に、隣接する国の言語（フランス

語とドイツ語）を公用語としている。なお、ルクセンブルク語はドイツ語の

方言の一種であり、小学校では、ルクセンブルク語より先にドイツ語が教え

られる。 
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第 2 章 ヨーロッパの歴史  

第 1 節 ヨーロッパの歴史の概略 

 

 

1．先史時代（～紀元前 3000 年まで） 

  ・ 遊牧・狩猟による生活 

 ・ 農耕の発達、集落・共同体の発足 

 

2．古代ギリシャ、古代ローマの時代（紀元前 3000 年～後 500 年）：古代 

・ ミケーネ文明の隆盛（紀元前 2000～前 1200 年） 

 

・ アテネ、スパルタに代表されるポリスの発展（紀元前 10 ないし前 8 世期～前 4 世期） 

 

・ マケドニア王アレキサンダー大王（在位紀元前 336 年～前 323 年）によるギリシャ支配

と東方遠征（ヘレニズム文化の出現） 

 

 ・ 古代ローマによるヨーロッパの統治、ガリアの9支配、ゲルマン民族との戦い 

        古代ギリシャ・ローマ文明（アンティーク）とゲルマン文明の接触 

 

・ キリストの処刑と復活（30 年頃） 

 ユダヤ教を母胎とするキリスト教の布教開始・普及（1 世紀後半より） 

 ローマ帝国におけるキリスト教の公認（313 年）、国教化（392 年） 

 

 ・ ローマ帝国の東西分裂（395 年） 

 東ローマ帝国（ビサンティン帝国とも呼ばれる）の首都はコンスタンティノポリス

（現トルコ・イスタンブール）に置かれ、1453 年まで存続 

 

 西ローマ帝国の首都はメディオラーヌム（現イタリア・ミラノ）、後にラウェンナ（現

イタリア・ラベンナ）に置かれていたが、ゲルマン民族が台頭する陰で勢力を弱め、

476 年に滅亡（    これをもって古代が終わり、中世に入る） 

 

 

 

9  現在のフランス、スイス、ベルギー、また、部分的にドイツやオランダの領土と重なる。 
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3．僧侶と騎士の時代（500 年～1000 年）：中世（初期） 

・ ヨーロッパのキリスト教化、教会（教皇）の権威が最高潮に達する。 

   ※ 610 年頃 ムハンマドによるイスラム教の創始 

 

  ・ 西欧における農耕の発展、大土地所有者の出現（    身分社会、封建社会の出現） 

 

 ・ フランク王国10の発展と分裂 

800 年、国王カール（カール大帝）が教皇より西ローマ皇帝の冠を授けられる。 

      西ローマ帝国の復興 

  843 年、フランク王国の 3 分割 

 

 ・951 年、東フランク王国のオットー1 世が教皇より神聖ローマ皇帝の冠を授けられる。 

     神聖ローマ帝国の創設 

 

4．都市国家の時代（1000 年～1400 年）：中世（中期・後期） 

 ・王権の強化、商工業や都市の発展 

     教会による支配からの独立、教会・教皇との対立（叙任権論争） 

 ・キリスト教内の対立（東西教会の大分裂） 

・十字軍遠征（聖地エルサレムをイスラム教徒から奪回するためのキリスト教徒の東方遠征） 

 ・百年戦争（1337～1453 年におけるイングランド王とフランス王の戦い） 

 ・黒死病の流行（1348 年） 

5．発明と宗教改革の時代（1300 年～1600 年）：ルネサンス期 

 ・ 古典（古代ギリシャ・ローマの文化）の復興（文芸復興、ルネサンス） 

 

 ・ 羅針盤、火薬、活版印刷の発明（ルネサンス期の 3 大発明） 

 ・ 大航海時代（アメリカ大陸の発見） 

 

 ・ ルターの宗教改革（1517 年）     宗教戦争へ発展（29～30 頁参照） 

 

6．絶対君主・領主の時代（1600～1700 年）：黄金期・科学革命の時代 

・ 世界貿易や資本主義の発展 

・ 科学革命（ガリレオやケプラーの活躍） 

 

 

10  フランク王国の領土は、EEC 原加盟国（ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オランダ、

ルクセンブルクの 6 ヶ国）の領土と一致する。 
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・ イギリスでは清教徒革命と名誉革命を経て議会政治が発展 

 フランスではルイ 13 世による絶対王政が確立 

 オランダがスペインから独立し、海上覇権を握る 

 

7．啓蒙・革命の時代（1700 年～1800 年）：ブルジョワの世紀、啓蒙時代 

・ 学問や自由思想の発達、啓蒙思想の発展 

※ 主な啓蒙思想家：ロック、モンテスキュー、ルソー、ヴォルテール 

 

・ フランス革命（1789 年）     立憲国家、人権保護、市民（国民）の概念の発展 

 

 ・ ヨーロッパの覇権拡大（植民地政策や奴隷貿易の発展） 

 

8．市民と近代工業化の時代（1800 年～1900 年）：産業革命期 

 ・ ナポレオン 1 世によるヨーロッパ支配（1804 年～1814 年、1815 年）とウィーン体制 

  ナポレオン 3 世によるヨーロッパ支配（1852 年～1871 年） 

 

 ・ ナショナリズムの台頭      イタリアの統一、ドイツの統一、帝国主義の発展 

 

 ・ 自由思想の発展・展開（1848 年の 2 月革命）、人間の解放、社会主義の誕生 

 

9．世界恐慌・世界大戦の時代（1900 年代前半） 

 ・ 共産主義やファシズムの台頭 

 

 ・ 第 1 次世界大戦の勃発（1914 年～1918 年）と戦後のヴェルサイユ体制 

        ワイマール共和国（ワイマール共和制）の発足（1919 年～1934 年） 

 

 ・ 世界恐慌の発生（1929 年） 

 ・ 第 2 次世界大戦の勃発（1939 年～1945 年）、ユダヤ人の大量虐殺 

 

10．東西冷戦と欧州統合の時代（1900 年代後半） 

 ・ NATO の設立（1949 年 4 月）、ワルシャワ条約機構の発足（1955 年 5 月） 

 ・ 欧州石炭・鉄鋼共同体の発足（1952 年） 

 ・ 欧州経済共同体（EEC）の発足（1958 年） 

   EU の発足（1993 年） 

 ・ 東西冷戦の終結（1989 年） 

・ EU の東方拡大（2004 年以降） 



地域研究（欧州） eu-info.jp  26 

 

 

第 2 節 欧州統合の歴史（第 2 次世界大戦まで） 

 

 

ヨーロッパ統合の精神は古代ギリシャにおける都市同盟やローマ帝国で生成した。ただし、

ここでの統合は局所的であり、全
．

ヨーロッパの統合は中世以降に発展した。諸国・諸侯が対等

な立場で参加するタイプの欧州統合構想（和平構想）が生まれるには、さらに長い年月を必要

としたが、この統合を通じ、独立・自治権を獲得する国や領主・諸侯もあった。 

 

以下では古代から今日に至るまでの欧州統合の過程について説明する。 

 

1．ローマ帝国による支配 

 伝説によると、紀元前 753 年、イタリア半島を南下してきた民族によって都市国家ローマが

建国された。この国は王によって治められていたため、王政ローマと呼ばれているが、市民に

よって王が追い出される紀元前 509 年まで存続し、共和政期に引き継がれる。紀元前 27 年に

はさらに帝政に変わり、ローマ帝国が誕生した。なお、これらの異なる政治体制からなるロー

マを包括し、古代ローマと呼ぶ。 

 

帝政期のローマ、すなわち、ローマ帝国はイタリア半島を含む全地中海世界を支配した。ま

た、現在のフランスにあたるガリアを攻略した後は、ライン川を越え、現在のドイツの領土（例

えば、ケルンやトリーアなどの都市）にまで勢力を拡大するが、395 年、テオドシウス 1 世が

死去すると東西に分裂した。 

 

ローマ帝国発祥の地であるイタリア半島は西ローマ帝国の領土となるが、政治の実権はゲル

マン民族によって掌握されるようになった。東ローマ帝国はバルカン半島や小アジアを領土と

したが、古代ギリシャの植民市ビサンチオン（現在はトルコのイスタンブール）に首都が置か

れたため、ビザンチン帝国とも呼ばれている。476 年に西ローマ帝国が滅亡すると、ローマ帝

国の承継国としての意義が増すが、1453 年、オスマン帝国のメフメット 2 世によって滅ぼさ

れた。 

 

当初、キリスト教はローマ帝国によって厳しく弾圧されるが、帝国内で広く信仰され、4 世

紀には公認されるようになった。その後、キリスト教はローマ市を中心として発展し、ヨーロ

ッパ中に広まった。 

 

なお、古代ローマでは、王政期より法、特に私法が発展し、ビザンチン帝国の皇帝ユスチニ

アヌス 1 世（在位 527～565 年）の治政下では「ローマ法大全」が編纂された。ローマで発展
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した法、すなわち、ローマ法はキリスト教とともに全ヨーロッパで広まり、多くのヨーロッパ

諸国の法に影響を及ぼした。 

 

 後世、ドイツの法学者イェーリング（1818～1892 年）は、帝政、宗教、法と、ローマは 3

度、世界を制したと評している。 

 

2．フランク王国体制 ~「最初のヨーロッパ人」としてのカール大帝 

5 世紀後半、ゲルマン系のフランク族は他のゲルマン系民族を統

括し、ライン川北部にフランク王国を興した。その後、同国は西ロ

ーマ帝国の弱体化に乗じて勢力を拡大し、カール大帝（在位 768～

814 年）の時代には、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、オ

ランダ、ルクセンブルクの 6 ヶ国、つまり、設立当初の EC に重な

る広い範囲を支配する。 

右：デューラー作「カール大帝」 

 

 これによってキリスト教の布教範囲も拡大することになった。特に、カール大帝は、度重な

る遠征を経て現ドイツ北部にあるザクセン地方を制圧し、その地に住むゲルマン人をキリスト

教に改宗させた。また、イタリアにあったランゴバルド王国11を滅ぼして教皇ハドリアヌス 1

世（在位 772～795 年）を保護するだけではなく、教会内の対立者から逃れてきた教皇レオ 3

世（在位 795～811 年）を救った。レオ 3 世は 800 年、クリスマスのミサに参列するためロー

マを訪れたカール大帝に西ローマ皇帝の冠12を授けている（カール大帝の戴冠）。 

 

ヨーロッパにおける多くの民族を統括しただけではなく、キリスト教を普及させた功績を称

え、後世、カール大帝は「ヨーロッパの父」または「最初のヨーロッパ人」と呼ばれるように

なった。なお、パリに置かれていたフランク王国の首都は、カール大帝によって、アーヘン（ド

イツ）に移されているが、これらにちなみ、1950 年以降、「国際アーヘン・カール賞」という

名誉賞が欧州統合に貢献した人物に与えられている。 

 

11  イタリア半島にあったランゴバルド王国もゲルマン系の国であり、カール大帝は同国の王女と

結婚するが、同国より脅かされていた教皇ハドリアヌス 1 世を救うために離婚し、ランゴバル

ド王国を滅ぼした（774 年）。 

12  この冠は、キリストを十字架にはりつけるために使用された鉄の釘を叩き伸ばして作られたと

される。そのため、「鉄王冠」ないし「ロンバルディアの鉄王冠」とも呼ばれているが、「ロンバ

ルディア」とはイタリア北西部にある地域の名称で、現ロンバルディア州（州都はミラノ）の語

源にもなっている。ラテン語では「ランゴバルド」と呼ばれ、この地にあったランゴバルド王国

の歴代王はこの冠をかぶっていた。この王国を滅ぼしたカール大帝は元義理の父親であるデジ

リウスよりこの冠を奪い、自らをランゴバルド王と呼んだが、本文中で述べたように、800 年に

は教皇レオ 3 世より授けられ、西ローマ皇帝となった。 



地域研究（欧州） eu-info.jp  28 

 

 カール大帝は当時の平均寿命の 2 倍に相当する 72 歳まで生きながらえ、814 年に死亡した

が、彼の孫の時代になると、フランク王国は東・中・西に 3 分割され、実質的に消滅した。新

たに発足した東フランク王国、中フランク王国、西フランク王国の概要は以下の通りである。 

  

 ・ 東フランク王国はゲルマニア地方（現在のドイツやオーストリア）を領土とした。918

年にフランク族間の王位継承が途絶えると、単に「王国」、11 世紀以降は「ドイツ王国」

と呼ばれるようになった。また、962 年、国王のオットー1 世が教皇ヨハネス 12 世より

ローマ皇帝の冠を授かったことを踏まえ、後世の者は神聖ローマ帝国とも呼んだが（詳

しくは後述 4 参照）、同帝国の発足をより早い時期、つまり、800 年のカール大帝の戴冠

時に求める立場もある。 

 

 ・ 中フランク王国の領土は現在のイタリアやオランダ、フランス西部などにまたがってい

た。南北に細長い領土ゆえに統治は難しく、後にイタリアに集約される。 

 

 ・ 西フランク王国は旧ローマ帝国西部の属州ガリアを領土とするが、後にフランス王国、

現在はフランスの領土となっている。 

 

3．ボヘミア王イジー・ス・ポジェブラトの和平構想 

1419 年、カトリックとプロテスタントの先駆けであるフス派の間で宗教戦争（フス戦争）が

勃発したが、翌 20 年、フス派発祥の地ボヘミア（現チェコの中・西部）でイジー・ス・ポジェ

プラト（Jiří z Poděbrad、ドイツ語では Georg von Podiebrad ）は生まれた。彼はフス派の貴族

の一人に過ぎなかったが、ボヘミア王ラディスラウスが若くして死亡すると、1458 年、議会に

よってボヘミア王に選出された。当初、教皇はイジー・ス・ポジェプラトを異端者とみなし批

判したが、トルコの侵略からヨーロッパを防衛することを期待し、王位を承認するようになっ

た。 

 

1462 年、イジー・ス・ポジェプラトは、21 ヶ条からなる連合構想を打ち立て、全ヨーロッ

パ諸国の代表が参加する常設議会の設置や、トルコに対抗するための軍隊の設立などを提唱し

た。しかし、諸国が対等な形で参加するこの欧州統合プランは、当時としては非常に革新的で

あったため、自らの優位を主張する中世の絶対君主や教皇の支持を得るには至らなかった。次

代の教皇はイジー・ス・ポジェプラトを見限り、廃位を言い渡すとともに、新しい十字軍の編

成を計画した。 

 

なお、17～18世紀、フランスやイギリスでは、以下の者によってヨーロッパ統合案が提唱さ

れたが、いずれも大きな影響力を持つには至らなかった。これらの統合案は特定の国ないし領

主、例えば、スペインにおけるハプスブルク家（1492～1648年、1659年）、フランスにおける

ブルボン朝やナポレオン1世（1648～1815年）が重視されており、すべての参加国・領土を対

等に扱われているわけではない。 
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・Sully, Minister Heinrich IV. von Frankreich, „Grand dessein“, 1617 

・William Penn, An Essay towards the Present and Future Peace of Europe, 1693 

・John Bellers, Some Reasons for a European State, 1710 

・Rousseau, Projet pour la Paix Perpetuelle, 1760 

・Bentham, Plan for a Universal und Perpetual Peace, 1843  

 

4．婚姻政策を通じた欧州統合とヴェストファーレン条約体制 

 「ヨーロッパの父」とも呼ばれるカール大帝の死後、フランク王国は東・中・西に分割され

る。そのうちの一つである東フランク王国は、962年、国王オットー1世が教皇によってローマ

皇帝の冠を授けられたのをきっかけに（または、それより160年も早い、800年のカール大帝の

戴冠をきっかけに）、神聖ローマ帝国と目されるようになった。なお「神聖ローマ帝国」とい

う国号が正式に使用されるようになったのは、ヴィルヘルム・フォン・ホラント王の在位中で

ある1254年である。当時、東フランク王国はドイツ王国と呼ばれるようになっていた。彼は同

王国の王に選出されたが、教皇よりローマ皇帝としての冠を授けられているわけではない。 

 

彼の死後、次の王に選ばれたのは、ハプスブルク家出身のルドルフ1世であった（在位1273

～1291年）。当時、ハプスブルク家は、現スイス領内で発祥したドイツ系の貴族に過ぎなかっ

たが、彼が王位に就くことで富と名声を得た。また、現オーストリアの領土を獲得し、ハプス

ブルク家の拠点をウィーンに移した。しかし、王位が直接、子孫に承継されることはなかった

ため（ルドルフ1世の死後、ドイツ王国ないし神聖ローマ帝国では、次代の王・君主は異なる家

門より選出されることが続いた）、ハプスブルク家の影響力は低下するが、ルドルフ1世の死後

から約150年が経った1438年、同家出身のアルブレヒト2世が王に選出されてからは王位を独占

するようになった（従来通り、国王選出選挙は行われたが、次の王もハプスブルク家より選出

されるようになった）。 

 

アルブレヒト2世の後を継いだフリードリヒ3世は、1452年、教皇より西ローマ皇帝の冠を授

かったが、次代のマキシミリアン1世は教皇による戴冠を経ずに即位した（1508年）。マキシ

ミリアン1世は、ブルゴーニュ公国の後継者と結婚することにより、ブルゴーニュ領ネーデル

ラント（現ベネルクス3国）を獲得した。また、自らの子供2名（王子と王女）を当時、イベリ

ア半島やナポリ、シチリアを支配していた王家（カスティーラ＝アラゴン王家）の子供2名とそ

れぞれ結婚させ、イベリア半島やナポリ、シチリアを獲得した。1516年、孫にあたるカール5

世（スペインではカルロス1世と呼ばれた）はスペイン王となり、スペイン・ハプスブルク朝の

祖となった。カール5世は、1519年、ドイツ国王に選出された。また、1530年には神聖ローマ

皇帝として即位したが、教皇より冠を授けられ即位した皇帝は彼が最後であった。 

 

このように婚姻を通し、ハプスブルク家は領土を拡大し、ヨーロッパ随一の名家に発展する

が、隣接するフランスとの間で覇権争いが激化した。そして、カトリックを信奉するハプスブ

ルク家領内でプロテスタントの勢力が強まり、宗教戦争に発展すると、プロテスタント派を支

援するフランスの介入を受けた。 
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なお、フランスもカトリック教国であるが、プロテスタントの側について参戦したのは、ハ

プスブルク家（神聖ローマ帝国）ないしドイツ・スペイン体制の弱体化をもくろんだためであ

る。1618年から1648年まで続いた一連の戦いは30年戦争と呼ばれているが、和平会議は1644

年に開始されている。つまり、会議中にも戦争は部分的に継続し、ドイツのヴェストファーレ

ン地方で講和条約が制定され、ようやく戦争が終わるのは4年後である。締結地にちなみヴェ

ストファーレン条約（ラテン語読みではウェストファリア条約）と呼ばれるこの多国間条約は、

近代国際法の祖として捉えられているが、これに基づき新しいヨーロッパの秩序が形成される

ことになった。詳細には、フランスはアルザス・ロレーヌ地方を、また、スウェーデンはブレ

ーメンを含むドイツ北部の諸要地を神聖ローマ帝国（ドイツ）より獲得した。また、スイスと

ネーデルラントの独立が国際的に認められた。帝国内では250以上の地域（領邦・諸侯）に主

権が与えられるだけではなく、信仰の自由も保障されるようになったのに対し、それを統率す

る皇帝の権限は弱められた。なお、その後も皇帝はハプスブルク家から選出され続ける。しか

し、1805年には、フランス皇帝のナポレオンによって首都ウィーンを占領され、翌年、バイエ

ルンを始めとする領邦が神聖ローマ帝国からの脱退を宣言すると、皇帝フランス2世は退位と

同帝国の解散を宣言した。その後もハプスブルク家はオーストリア皇帝、ハンガリー王、オー

ストリア・ハンガリー帝国皇帝として在位し、第1次世界大戦で敗れて帝国が崩壊するまで、オ

ーストリアやハンガリーを治めた。 

 

5．ナポレオン戦争とウィーン体制 

前述したフランスの絶対王政は18世紀後半に幕を下ろすことになった。つまり、1789年、

フランス革命が起き、国王ルイ16世と王妃マリー・アントワネットは処刑された。なお、王

妃はかつて敵対関係にあったハプスブルク家出身である。 

 

フランス革命後、フランスは革命に反対するヨーロッパ諸国と交戦

するが（1792年4月～1802年3月のフランス革命戦争）、この戦争にお

いてナポレオン1世（右図）は頭角を現し、1804年にはフランス皇帝の

座にまで上り詰めた。 

 

翌05年、ナポレオン1世はウィーンを包囲し、神聖ローマ帝国を崩壊に導いた。同帝国内の

ドイツ諸侯はナポレオンと同盟関係を結び、ナポレオンの主導下でライン同盟（ライン連邦と

も呼ばれる）を立ち上げた。 

 

その後もナポレオンはヨーロッパ各地に侵攻し、ヨーロッパの大半を支配下に置くが、支配

された諸国では民族主義、つまり、ナポレオン体制からの解放運動が高まった。一連の戦争は

解放戦争（1813～1815年）と呼ばれているが、ナポレオン1世はこれに敗れ、1814年に退位す

る。 

 

1814年9月、戦争終結後のヨーロッパについて協議するため、ウィーンで国際会議が開催さ

れた（ウィーン会議）。ヨーロッパの15名の王、200名の大公、126名の外交官が参加したとさ
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れるが、終始、お祭り気分で討議は進展しなかったため、「会議は踊る、されど進まず」と揶

揄されている。しかし、1815年3月、ナポレオンが復活したとの知らせを受け（    「ナポレオ

ンの100日天下」）、出席者は危機感を抱くようになり、特に以下の点を決め、6月に会議を終

えた。 

 

・ 流動的であったフランスの北側国境を画定するため、旧オーストリア領ネーデルラント

とネーデルラント連邦共和国を合併し、ネーデルラント王国（現オランダ）を創設する。 

 

・ 前述したライン同盟を解消し、旧神聖ローマ帝国内における35の領邦国家と4つの自由

都市でドイツ連邦を結成する。 

 

 なお、ウィーン会議の決議に基づきライン川船舶航行中央委員会（Zentralkommission für 

die Rheinschifffahrt/ Central Commission for Navigation on the Rhine）が設けられ、1816

年8月、最初の会合が開かれている。同委員会は、現在でも活動している世界最古の国際

機関とされている。 

 

※ ウィーン会議の決議に基づき、ライン川船舶航行中央委員会が設置されたのを始め

とし、19世紀には国際機関が設立されている。 

    例： 国際電気通信連合（1865年） 

     万国郵便連合（1874年） 

     列国議会同盟（1889年） 

 

また、ロシア皇帝の主導により、オーストリア皇帝、プロイセン王、ローマ教皇、オスマン

皇帝等の間で神聖同盟が設けられた。これはキリスト教の精神に則った拘束力のない君主連携

であり、具体的な政策を持つ組織ではなかった。 

 

さらに、イギリス、オーストリア、プロイセン、ロシアの間では4国同盟という軍事同盟も設

立されたが、後にフランスも加わり、5国同盟となった。 

 

当時の各国君主はフランス革命前の絶対主義の復興を希求し、自由主義やナショナリズム運

動を抑制した。その一方で、外交によって均衡を保ち、大きな戦争を起こすことなく、約40年

に及ぶ和平をヨーロッパにもたらした（ウィーン体制）。 

 

1850年頃より、クリミア半島への領土拡大を狙うロシアと、トルコ、イギリス、フランス（ナ

ポレオン3世統治下のフランス帝国）からなる連合国の間でクリミア戦争（1853～1856年の露

土戦争とも呼ぶ）が起き、ウィーン体制は崩壊した。 

 

この戦争でロシアは敗北した。パリで開催された講和会議では、クリミア半島や同じく戦争

の舞台となったバルカン半島の統治を戦争前の状態に戻すことが決定された。なお、会議では、

連合国側に立って戦ったサルデーニャ王国（北イタリア地方にあった王国）よりイタリア統一
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に関する問題が提起された。ドイツでも統一に向けた動きが加速し、イタリア（イタリア王国）

は1870年13、ドイツは1871年に統一を実現した（ドイツ統一について46頁参照）。これはウィ

ーン体制下の均衡を崩壊させることになった。 

 

6．第 1 次世界大戦とヴェルサイユ体制 

前述したように、ヨーロッパ大陸の南東部にあるバルカン半島は、395年のローマ分裂後、

東ローマ帝国（ビザンチン帝国）の領土となっていたが、同帝国は1453年、オスマン帝国（ト

ルコ）によって滅ぼされた。こうしてバルカン半島はイスラム教徒の支配下に入るが、17世紀

後半になると、イスラム支配にもかげりが出始めた。そして、1878年、セルビア、モンテネグ

ロ、ルーマニアの独立が認められた。他方、ボスニア・ヘルツェゴヴィナはオーストリアの統

治下に置かれることになったが、1908年、オーストリア（厳密には、オーストリア・ハンガリ

ー帝国）はボスニア・ヘルツェゴヴィナを併合した。セルビアやモンテネグロはこれに反発し、

戦争が危ぶまれる状態に陥った（ボスニア危機）。 

 

このように緊迫した状況が続く中、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの首都サラエボを訪問中

のオーストリア皇太子夫妻が街頭で暗殺される（1914年6月のサラエボ事件）。セルビアの陰

謀と考えたオーストリアはセルビアに対して宣戦を布告した。これに同盟国であるドイツ

や、オスマン帝国、ブルガリアが加担し、3国協商を結んでいたイギリス、フランス、ロシア

と交戦するようになり、かつてない規模の大戦に発展した。 

 

なお、モンロー主義を掲げる米国は当初、干渉しなかったが、1915年5月、米国民が多数乗

っていたルシタニア号がドイツの潜水艦攻撃を受けて沈没したこと、また、1917年、ドイツ

は無差別潜水艦攻撃を大西洋まで拡大したことを受け、連合国側に加わり、参戦した。これ

は、ヨーロッパ外の列強がヨーロッパ情勢に大きな影響を及ぼす最初の例となった。 

 

第1次世界大戦は1918年11月、同盟国の敗北で終わるが、同時に、次に示すように、ヨーロ

ッパの帝国主義も終焉を迎えた。 

 

・ ドイツでは皇帝が退位し、帝政が終了した（→ワイマール共和制の発足）。 

・ オーストリア＝ハンガリー帝国も解体されるとともに、オーストリアでは長年にわた

るハプスブルク家体制が幕を下ろした。 

・ オスマン帝国は1924年まで存続するが、敗戦を機に事実上解体した。 

・ 戦勝国であるロシアでは大戦中の1917年に革命が起き、帝政は崩壊した（→社会主義

国の建設）。 

 

 

13  なお、すでに 1860 年にイタリア王国の成立が宣言されていたが、1870 年に起きた普仏戦争でフランス軍

がローマより引き上げたのに乗し、同王国は教皇よりローマを奪って首都とし、イタリア統一が完成し

た。 
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他方、民族自決の原則のもと、チェコ・スロヴァキア、ハンガリー、ユーゴスラビア等、約

20の国が独立した。中東欧におけるこれらの国の独立はドイツの勢力を弱める一方で、ソ連に

対する緩衝材または防衛線としての意義も持っていた。これに対し、戦勝国の支配下にあった

地域や植民地の独立は認められなかった。 

 

なお、前掲の民族自決の原則は、米国大統領のウッドロー・ウィルソン（Woodrow Wilson）

が1918年1月に提唱した「14ヶ条の平和原則」の中で示されている（その第5条が民族自決につ

いて定めている）。彼は翌年1～6月にパリで開催された講和会議でも主導的な役割を果たした。 

 

パリ講和会議の成果として主要5条約が締結された。例えば、敗戦国ドイツとの間ではヴェ

ルサイユ条約が、また、同じく敗戦国であるオーストリアとの間ではサンジェルマン条約が締

結された。ヴェルサイユ条約に基づき、ドイツは膨大な額の賠償金を40年以上にわたり支払う

ことになったが、その未払いを理由に、フランスとベルギーが1923年1月、ドイツのルール地

方14を占領すると（ルール占領）、ドイツは官民が一体となり、工場の生産を停止することで

抵抗した15。この占領は、米国が提示した案（起草した委員会の長の名をとり「ドーズ案」と

呼ばれる）に従いドイツの賠償責任が改められるまで続くが（1924年10月）、ドーズ案に基づ

きドイツの賠償責任は軽減され、当事国間の関係は改善された。そして、1925年10月、スイス・

ロカルノで条約が締結され（ロカルノ条約）、ドイツ、フランス、ベルギーの相互不可侵が確

認された。また、翌年、ドイツは国際連盟に加盟し、国際社会へ復帰した。この年、独仏の和

平構築に貢献したフランスのブリアン外相とドイツのシュトレーゼマン外相にはノーベル平

和賞が与えられている。 

 

1928年、ブリアンは米国のケロッグ国務長官（外相に相当）とともに、不戦条約（ケロッグ

＝ブリアン条約とも呼ばれる）を起草し、戦争は違法であることを明文化した。また、1929年

には「ヨーロッパ連邦」の創設を提唱し、ヨーロッパという地理的一体性を持つ諸国は経済統

合を実施する必要性を説いたが、同年に発生した大恐慌（世界恐慌）は各国の経済に大きな打

撃を与え、欧州統合の芽は摘み取られた。高い失業率と高い物価上昇（インフレ）に悩まされ

たドイツではヒトラーが支持基盤を拡大し、1933年には首相に就任する事態に至った。 

 

なお、第1次世界大戦後、フランスはドイツとの国境沿いにあり、石炭・鉄鋼業が盛んなザー

ルラントを支配下に置いた（46頁以下参照）。 

 

第1次世界大戦後のヴェルサイユ体制下において、帝国主義時代の君主同盟は破棄された。

また、ナポレオン戦争後のウィーン体制とは異なり、戦勝国（連合国）は国際連盟という現代

的な国際組織を創設し、集団安全保障体制を構築しようとしたが、提唱国であり、世界最大の

 
14  ルール地方はドイツ有数の工業地帯であり、フランスやベルギーにも近い。サッカーの香川選手が

所属するドルトムントは、このルール地方にある。 

15  この対立期にドイツでは物価が高騰し、1923 年 11 月には、ヒトラーがミュンヘンで一揆を起こす

までになった（ミュンヘン一揆）。 
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影響力を持っていた米国が参加しなかったため、実効的に機能しなかった。なお、国際連盟は

戦勝国と敗戦国の和解よりも、後者を押さえつける性質を持っていた。 

 

7．世界大恐慌と独裁者・ファシズムの出現 

 ヨーロッパ大陸が主たる戦場となった第1次世界大戦は、欧州統合運動を活性化させる契機

ともなった。中でも、オーストリアのクーデンホーフ・カレルギー（Coudenhove-Kalergi）伯

は、大戦で荒廃した欧州が再興し、米ソ両大国に対抗しうるようになるためには、ポーランド

からポルトガルにわたる諸国が政治・経済的同盟（汎欧州同盟）を結成する必要があると訴え

た（汎ヨーロッパ運動）。彼の見解は1920年代に多くの賛同者を集めたが、1930年代に入ると

国家主義が台頭し、鎮圧された。なお、カレルギーの母親は日本人であり（父親はオーストリ

ア人）、日本の童謡を聴きながら成長したと言われている。 

 

 また、1929年以降、フランスの外相ブリアン（後に首相にもなる）は欧州統合の重要性を訴

えるだけではなく、独仏の和解に貢献した（前述参照）。 

 

 もっとも、その陰では戦後の秩序に対する不満分子としてファシズム（独裁体制）が次第に

勢力を増していった。また、1929年10月、ニューヨークで株価が大暴落したことをきっかけと

し、大恐慌の波が世界各地を襲うが（なお、これは米国のグローバルな影響力を示す契機とな

った）、物価高騰や失業者の大幅な増加はファシズムをますます勢いづかせることになった16。 

 

このような状況下、ドイツでは1933年、ヒトラーが首相に選出された。また、1935年、ザー

ルラントは住民投票を実施し、ドイツ復帰を決めた。ヒトラーが標榜するナチズム17は、イタ

リアに起源をおくファシズムと独裁という点では共通しているが、純血主義も採用しており、

ユダヤ人を虐殺した。戦争終結までに殺害されたユダヤ人は600万にのぼるとされている。 

 

 なお、第1次世界大戦後には、集団的安全保障（また、仲裁や合意による紛争の解決）を目的とし、

国際連盟が設けられたが、米ソ両国が参加しなかったこともあり、実効性に欠けていた（ソ連は1934

年に加盟したが、その時には、国際連盟はもう実質的に機能していなかった）。 

 

16  なお、この時期にはファシストとコミュニスト（共産主義者）の対立も激化し、スペインで

は、1936 年 7 月から 1939 年 3 月にかけて内戦が勃発した。コミュニスト側がソ連の支援を受

けたのに対し、ファシスト側はドイツやイタリアの支援を受けてコミュニスト側を打ち負か

し、戦後は軍人フランコが独裁体制を敷いた。 

17  ナチズム（Nationalsozialismus）は、一般に民族社会主義ないし国民社会主義と訳されている

が、ドイツ民族主義（ユダヤ人の血が交わらない白色人種（アーリヤ人種）の優越）、ユダヤ

人排斥、移民流入阻止、植民地主義（ドイツの領土拡大）を主な内容とする。ヒトラーが率い

た政党ナチスの党是であり、1920 年に策定された 25 ヶ条綱領やヒトラーの著書「我が闘争」

の中でも示されている。なお、前述したように、ナチズムとは民族（国民）社会主義を指す

が、マルクス主義とは対立していた。 
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8．第 2 次世界大戦と戦後の東西対立 

 1939年9月、ドイツがポーランドに侵攻し、第2次世界大戦が勃発した。第1次世界大戦とは

異なり、この大戦は「独裁政治」対「民主主義」というイデオロギー対立の様相を呈していた。 

 

 開戦当初、ドイツはフランスやベネルクス3国を含む近隣諸国を制圧し、優勢を誇っていた。

また、ドイツが占領するヨーロッパの広い地域で通貨を統合する案を発表した。しかし、次第

に情勢は悪化し、1945年5月、無条件降伏を言い渡す。これによって、同年5月8日、ヨーロッ

パにおける第2次世界大戦は終了した。 

 なお、ドイツとの戦いに勝ったフランスは、石炭・鉄鋼業が盛んであったザールラントを再

び支配下に置いた（46頁以下参照）。 

 

終戦は「ヨーロッパの時代」に終わりを告げるものでもあり、米ソの世界的影響力がますま

す強くなった。両大国の狭間においてヨーロッパは東西に分断されるが、これは敗戦国ドイツ

の占領統治体制をめぐり顕著に現れた。詳細には、ドイツは米英仏ソの4ヶ国によって占領統

治されることになったが、西側3ヶ国（米英仏）とソ連の間では見解がまとまらなかった。その

ため、前者は自らが占領する地域のみを統合して管理し（これが後の西ドイツとなる）、共通

の通貨を発行する方針を打ち出した。他方、ソ連は単独でドイツ東部（東ドイツ）を占領し、

西側との間で緊張関係を生んだ。なお、首都ベルリンはソ連の占領地域内にあったが、4つに分

割され、上記4国がそれぞれ占領することになった。上述した3国の共通通貨発行案を受け、1948

年6月、西ドイツで新通貨が発行されると、ソ連はベルリンで3国が占領していた地区を包囲し

対抗した（ベルリン封鎖）。この封鎖は翌年の5月に解除されるが、東ベルリンから西ベルリン

へ逃亡する人が後を絶たなくなったため、1961年8月には「ベルリンの壁」が建てられた。な

お、この壁を設けたのはソ連ではなく、その影響下にあった東ドイツ政府である。 

 

 東西両陣営の対立により、「ヨーロッパは鉄のカーテンによって分断されている」と述べた

のは元イギリスの首相チャーチルであるが、彼は独仏和解の重要性や、アメリカ合衆国に相当

する「ヨーロッパ合衆国」の創設を提唱し、戦後の欧州統合に原動力となったことでも知られ

ている。 

 ヨーロッパでは度々、戦争を引き起こしたドイツを弱体化させる必要性が指摘されていたが、

東西冷戦が激化する中で、西側諸国は「西ドイツ」を自らの陣営に引き込むだけではなく、西

側の安全保障の一翼となり貢献することを「西ドイツ」に求めるようになった。そのため、「西

ドイツ」の再軍備を認めるようになった。 

 第2次世界大戦後、国際連盟は解散し、代わって、国際連合が設立された。この機関は民主主

義や国際平和の維持・確立に貢献すべきとされているが、大戦中の人権侵害、特に、600万人

ものユダヤ人が殺害されたことを受け、国連総会は世界人権宣言を採択した。このように、戦

後は民主主義、平和の確立、人権保護が重視されるようになる。 

 

 国連のヨーロッパ版として、ヨーロッパ諸国は欧州評議会を創設した。また、世界人権宣言

のヨーロッパ版として、欧州人権条約を制定した。 
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第 3 節  第 2 次世界大戦後における欧州統合の歴史 

 

 

 欧州統合は一つの段階が終了すると次の段階へ、また、一つの政策が成功を収めると次の政

策へと段階的に発展してきた。加盟国数も増加の一途を辿っており、統合の過程は point of no 

return であったといえる。確かに、EU からの脱退、特に、1990 年代やユーロ危機が生じた近

年は経済・通貨同盟からの脱退について論じられることもあるが、現実性に欠け、実現は不可

能に近い。しかし、2016 年 6 月の国民投票の結果を受け、イギリスは 2017 年 3 月、EU 脱退

を正式に EU に通達した。加盟国の脱退が現実性を帯びる中、欧州統合は新たな局面にさしか

かっている。 

 

 本章第 2 節で説明したように、様々な形態のヨーロッパ統合が存在したが、支配、併合、抑

圧、強制といった負の側面を持たないヨーロッパ諸国民の統合は、第 2 次世界大戦の終結後に

始まったと言ってよい。それは同時に「ヨーロッパの分断」をも意味していた。つまり、米国

主導の資本主義・民主主義圏とソ連主導の共産主義・独裁政治圏にヨーロッパ大陸は引き裂か

れる。「第 1 次欧州統合」はこの過程において見られる。1989 年に東西冷戦が終結してからは

「第 2 次欧州統合」が始まるが、それは EU の東方拡大という形で実現した。冷戦終結期に比

べるとペースは落ちているが、この統合過程は現在も進行中である。 

 

以下では第 2 次世界大戦の終結から今日に至るまでの統合過程について説明する。 

 

1. 第 2 次世界大戦直後の動き － 緩やかな欧州統合 

 第 2 次世界大戦後、(旧ソ連を除く)ヨーロッパ諸国の衰退は露になった。大戦の実質的勝者

はアメリカ合衆国と旧ソ連であり、両大国の力関係の都合で、ドイツは東西に二分された。両

大国の狭間にあって、西欧諸国は相互の軍事対立を回避すること、また、国際舞台における政

治的発言力を強化することを政策目標に掲げたが、これが欧州統合の原動力となっていること

は、今日においても変わりがない。 

 

 なお、欧州統合の動きは第 2 次世界大戦以前にも存在したが、飛躍的に発展したのは大戦後

のことである。その背景には、①戦禍によってヨーロッパは荒廃したことと、②東西対立の激

化に伴い、西欧諸国は米国の軍事ないし経済支援を受けたこと（そういう点で、西欧諸国統合

の基盤は整っていたといえる）があった。また、③敗戦国ドイツは二分されることになったが、

どのようにすれば西ドイツを西側陣営に適化させるだけではなく、国際舞台に復帰させること

ができるかということが論点の一つとなった。 

 



地域研究（欧州） eu-info.jp  37 

 

第 2 次世界大戦が終了した翌年（1946 年）の 9 月 19 日、元イギリス

首相のウィンストン・チャーチル (Winston Churchill) は、ヨーロッパ各

国は協調すべきであることを力説し、アメリカ合衆国に類似する「ヨー

ロッパ合衆国」（“United States of Europe“）の設立を提唱した。また、近

年、度々、戦火（1870～1871 年の普仏戦争、1914～1918 年の第 1 次世

界大戦、1939～1945 年の第 2 次世界大戦）を交えてきたドイツとフラン

スの和解が何よりも大切であることを指摘した。もっとも、チャーチルの祖国イギリスは、彼

が説く欧州統合に消極的であった。それは、当時、イギリスは、主権の委譲に反対していたこ

と、大陸諸国よりも英連邦（Commonwealth）との関係を重視していたこと、また、自国は米

ソに並ぶ超大国であると考えていたことなどに基づいていた。 チャーチルも、リーダーシッ

プを発揮すべきは母国イギリスではなく、フランスであり、フランスのみがそれを発揮しうる

と考えていた。 

 

チャーチルの訴えに共鳴し、西欧諸国間には幾つかの国際組織が編成された。例えば、経済

分野では、1948 年より実施された米国の欧州経済復興援助計画（マーシャルプラン）の受け皿

として、同年、西欧 17 ヶ国で OEEC（欧州経済協力機構）が結成された。詳細には、同復興計

画を通し、米国はヨーロッパ諸国に資金を供与したが、その使途・分配方法は諸国に任されて

いたため、諸国は連携体制を設けることになった。これが戦後の欧州統合の基盤となったが、

OEEC は 1961 年、OECD (経済協力開発機構)に改組され、加盟国間の貿易の自由化を促進する

組織になった。なお、1964 年には我が国も OECD に加盟している。 

 

より一般的な目的で設立された国際機構としては、欧州評議会（Council of Europe）が挙げ

られる（1949 年設立）。同評議会は、諸国の統合体というよりは統合のあり方について討論す

るためのフォーラムといった役割を有するに過ぎない。それゆえ、国連のヨーロッパ版として

捉えることもできる。その所在地であるフランス・ストラスブールはライン川を挟んでドイツ

に隣接し、両国の和解を象徴する都市である。同評議会は 1950 年、国連人権宣言のヨーロッ

パ版とも言うべき欧州人権条約を採択している。なお、国連人権宣言とは異なり、同人権条約

は独自の司法制度を設け、同条約が保障する権利が侵害されたと考える者の提訴を認めている。

この点において、同条約は国連人権宣言より実効的である。同条約は欧州評議会に加盟するす

べてのヨーロッパ諸国（47 ヶ国）によって批准されているため、ヨーロッパの公序としての性

質を持つが、その中には全ての EU 加盟国が含まれているため、広い意味での EU 法として位

置づけられている。また、EU 条約第 6 条第 3 項では、欧州人権条約で保障された基本権が EU

法の一部（法の一般原則）にあたることが明記されるようになった。なお、前述したように、

同条約は全ての EU 加盟国によって批准されているが、EU による批准（加盟）についても検討

されている。欧州評議会の場では、この人権尊重の精神の他に、民主主義の重要性も強く認識

されることになった。 

 

 他方、軍事面では、旧敵国ドイツやソ連の攻撃に備えるため、1948 年、西欧 5 ヶ国によって

西欧同盟（WEU）という防衛機構が設けられた。また、1949 年には、西欧 10 ヶ国と米国、カ

ナダによって北大西洋条約機構（NATO）が創設された。朝鮮戦争が勃発し、東西対立が激化し
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た 1950 年、米国は西ドイツの再軍備を提案したが、フランスが反対ししため実現しなかった。

その代替案として、フランスは「欧州軍事共同体」の設立を提唱し、1952 年 5 月には設立条約

が締結されたが、後に方針を改め、同共同体の設立を阻止した。代わりに、すでに 1948 年に

設立されていた「西欧同盟」（WEU）が改組され、ドイツも加盟できるようになった。また、こ

れによってドイツの再軍備に道が開かれた。  

 

上述した欧州統合の特徴は、国家が緩やかな形で結束した点にある。すなわち、設立された

国際組織に加盟国が主権（立法権）を委譲することはなかった。それゆえ、国際組織によって

拘束力のある法令が制定されることはなかった。このような緩やかな統合に満足しなかった

国々は、1950 年代以降、緊密な欧州統合を推進していくが、これは上掲の政治・軍事分野では

なく、経済分野で進展した。 

 

2. 三つの欧州共同体の設立  

 前述したチャーチルの要請に応える形で、1950 年 5 月 9 日（ 「ヨーロッ

パの日」ないし「EU の日」）、当時のフランスの外相ロベール・シューマン 

(Robert Schuman 〔写真右〕) は、フランスやドイツの石炭および鉄鋼の生産

を共同で管理し、他のヨーロッパ諸国にも門戸を開く欧州石炭・鉄鋼共同体

の設立を提案した（シューマン宣言）。石炭・鉄鋼産業は当時の基幹産業であ

り、これを共同で開発・運営することは経済復興に資すると考えられた。ま

た、これらの資源が採掘される地域（ザール地方）をめぐり、独仏間では度々争いが生じてき

たため（46 頁以下参照）、これらを共同で管理するための国際機関の創設は和平の実現に貢献

すると考えられた。さらに、共同体の設立は欧州連邦への第一歩ともみなされた。 

 

 このような基本コンセプトの下、ドイツ、フランス、イタリアおよびベネルクス 3 国は、1951

年 4 月 18 日、パリにおいて、欧州石炭・鉄鋼共同体を設立するための条約に調印し、同条約

が発効した翌年の 7 月 23 日、最初の欧州共同体は発足した（設置場所はルクセンブルク）。な

お、1950 年、イギリスはフランスの誘いを断り、原加盟国になることを拒んだ。そして、1960

年、5 月、イギリスはヨーロッパの 6 ヶ国とともに、欧州自由貿易連合（European Free Trade 

Association 〔EFTA〕）を設立した18。 

 

 欧州石炭・鉄鋼共同体設立の成功を受け、管轄分野を石炭・鉄鋼の生産管理に限定せず、経

済一般を扱う共同体、すなわち、欧州経済共同体 (European Economic Community (EEC)) の設

立が提案されたが、これは、加盟国間の貿易を自由化し、国際競争力を高めることによって、

米国に対抗しうる経済力を回復すること、また、域内の経済活動を活性化し、市民の生活の質

を向上させることなどを目的としていた。 

 
18  EFTA 設立条約は、1960 年 1 月、イギリス、デンマーク、ポルトガル、ノルウェー、スウェー

デン、スイス、オーストリアの 7 ヶ国により調印された。後に、アイスランド、フィンランド、
リヒテンシュタインが EFTA に加盟しているが、イギリス、デンマーク、ポルトガル、スウェ
ーデン、オーストリアおよびフィンランドは脱退し、EC（EU）に加盟した。 
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 ところで、1950 年代半ばには、新しいエネルギー源として、原子力エネルギーの開発が注目

されるようになった。効率的なエネルギー調達という経済的観点から、また、原子力の平和利

用や原子力発電の安全確保という観点から、新たに欧州原子力共同体 (European Atomic 

Community (Euratom)) を設立することが検討された。 

 

1955 年、前掲の 2 つの共同体の設立を目的とした会議がイタリアのメッシアで開催され、

1957 年 3 月には、その成果である EEC を設立するための条約と欧州原子力共同体を設立する

ための条約が欧州石炭・鉄鋼共同体の（原）加盟 6 ヶ国によって締結された。翌年の元旦、こ

れらの条約は発効し、新たに 2 つの共同体が設立された。 

 

 なお、同条約の制定作業は、ベルギーのポール＝ヘンリ・スパーク（Paul-Henri Spaak）が中

心となり進められたため、諸共同体の会議や事務作業はベルギー・ブリュッセルで行われるよ

うになった。 

 

さらに、欧州防衛共同体や欧州政治共同体の設立も提案されたが、各国の見解がまとまらず、

実現するに至らなかった。このことは、経済的な統合はさておき、政治的な統合は困難である

ことを浮き彫りにした。 

 

 当初、欧州石炭・鉄鋼共同体、欧州経済共同体および欧州原子力共同体は、それぞれ独自の

機関を有していたが、各共同体間の政策調整や運営の効率化を図るため、まず、1958 年に議会

（なお、当時は集会と呼ばれていた）と裁判所が、また、1967 年には理事会と委員会が統合さ

れた。それに伴い、三つの共同体の一体性が強化され、三共同体をまとめて、EC（European 

Communities）（複数形）と呼ばれるようになったが、統一されたのは各共同体の機関であり、

三つの共同体ではない。 

 

 なお、三つの共同体の中で最も発展し、欧州統合を牽引したのは、欧州経済共同体（EEC）

である。法的にも同共同体が非常に重要である。同共同体は加盟国間の貿易障壁を撤廃し、経

済活動を自由化すること、また、農業や通商といった政策分野の国内法を統一し、共同体独自

の政策を導入することなどを目的としていた。それらを実現するため、共同体には拘束力のあ

る法令を制定する権限が与えられた。EEC は拘束力のある法令を制定しうる点、その法令は加

盟国法に優先する点、また、それは加盟国法に置き換えることなく直接的に適用される場合が

あるなどの点において、一般的な国際機関とは異なる。 

  

3. EC の発展と初の拡大 

 欧州経済共同体条約は、12 年間の過渡期間を設け、段階的に共同市場（Common Market） 

を設立し、加盟国間の経済活動を自由化することや（旧第 7 条）、1966 年より農業や通商とい

った重要な政策分野における決議を加盟国（EU 理事会）の全会一致制から多数決制に移行さ

せることについて定めていた。もっとも、これらの点について各国は完全に同意していたわけ
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ではない。特に、フランスは多数決制度が採用されれば、自国の意に反した政策決定が行われ

る危険性があるとして、多数決制度への移行に異議を唱えた。また、1965 年半ばより約半年間

にわたり、EU 理事会への出席を拒んだ（politique de la chaise vide）。そのため、EC の機能は

一時、停止することになったが、1966 年 1 月 29 日、いわゆる「ルクセンブルクの妥協」が成

立し、非常に重要な国益に関する案件は全加盟国の賛成を必要とするという形で事態が収拾し

た。 

このような手段により、当時のフランス大統領シャルル・ドゴール

（Charles de Gaulle 写真左）は EC の発展を滞らせたが、その他にも、1963

年と 1967 年の 2 度にわたり、イギリスの EC 加盟を阻止した経緯がある

19。つまり、ドゴールは、英国はヨーロッパ諸国よりも海外（米国や英連

邦諸国）とのつながりを重視しており、外からは破壊できない欧州共同体

を内から壊す目的で加盟しようとしていると考え、その EC 加盟申請を却下

した。なお、イギリスの加盟はドゴール退陣後のハーグ加盟国首脳会議（1969 年 12 月）でよ

うやく承認された。また、同時に過渡期間の終了が宣言されるだけではなく、欧州統合を超国

家主義路線に戻すことで合意が成立した。さらに、翌年の 10 月には、EC 枠外の政府間制度と

して、欧州政治協力（EPC）が正式に発足した。 

 

1968 年 7 月 1 日、EEC の基礎である関税同盟が当初の予定より 2 年早く発足した。 

 

1970 年代に入ると、EC は外に向かって拡大し、イギリス、アイルランド、デンマークの加

盟が実現した（1973 年）。これによって、加盟国数は当初の 6 より 9 に増えた。 

 

4. 欧州統合の停滞期と単一欧州議定書の制定 

 前述したように、1970 年代、欧州統合は内外両面共に大きく発展したが、その

進路は常に順風満帆であったわけではなく、1980 年代前半、EC は（再び）低迷

期に突入した。これも主として加盟国間の見解の対立に基づいていたが、欧州統

合に懐疑的な見解も強く主張されるようになった。特に、イギリスのマーガレッ

ト・サッチャー（Margaret Thatcher）首相（写真右）は就任早々、自国の分担金

の一部返還を要請するだけではなく、EC の超国家主義に反対する立場を露にした。 

 

 蔓延するユーロペシズムの中、新たな動きも見られた。例えば、1984 年 2 月、欧州議会は欧

州連合設立条約草案を起草した。また、日米の国際競争力の向上は加盟国に危機感だけではな

く、欧州統合発展（深化）の必要性を強く認識させた。このような状況下、欧州委員会は「域

 

19  なお、1950 年、フランスは、イギリスも欧州石炭・鉄鋼共同体に加盟するよう要請している

が、イギリスはこれを断り、代わりに欧州自由貿易連合（EFTA）を他の欧州諸国とともに設立

した。設立年月は 1960 年 5 月であるが、翌年、イギリスは EC（三つの欧州共同体）への加盟

を申請するようになった。 
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内市場白書」を発表し（1985 年 6 月）、諸制度の改革と 1992 年末までに域内市場を完成させ

ることを提案した。この提案を受け、加盟国は、1986 年 2 月、「単一欧州議定書」を制定し、

①EEC の憲法ともいえる EEC 条約の改正、②1992 年末までの域内市場の完成だけではなく、

③欧州議会の権限強化や、④理事会における議決制度の柔軟化などの点で合意した。同議定書

は国際条約であり、全加盟国の批准を経て、翌年 7 月に発効し、EEC 条約は改正されることに

なった。なお、同議定書は、⑤EC の枠外で発展してきた欧州政治協力（EPC） や 欧州理事会

について、第 1 次法としては初めて規定している。さらに、1978 年 12 月に発足した欧州通貨

制度（European Monetary System(EMS)）に関する規定も盛り込むとともに、⑥ EEC の管轄分

野に社会政策を加えている。 

 

1980 年代、EC は再び対外的に拡大した。1981 年 1 月にはギリシャが、また 1986 年 6 月に

はスペインとポルトガルが加盟している。なお、前述した単一欧州議定書の制定作業は、デン

マーク、イギリス、（1981 年 1 月に加盟したばかりの）ギリシャの反対にもかかわらず、1985

年 6 月に開始されているが、スペインとポルトガルの加盟が実現した後に締結されている。 

 

5. マーストリヒト条約と EU（European Union） 体制の発足 

 経済統合が功を奏すと、より広い分野で欧州統合を進めるため、欧州連合（European Union）

や欧州政治連合（Europäische Politische Union）の設立が提唱されるようになった。その具体的

な内容については様々な案が出されたが、長い議論の末、採択されたのは、①三つの欧州共同

体とは別に外交、安全保障、司法・内政に関する協力体制を確立し、②すべてを統括する枠組

みを設けるとする立場であった。このような構想に基づく欧州連合の発足は、単一欧州議定書

（1986 年署名）第 1 条第 1 項の中でも目標として掲げられているが、「マーストリヒト条約」

の中で具体的に定められることになった。 

 

 マーストリヒト条約（正式名称は「欧州連合に関する条約」という）は、1992 年 2 月 7 日、

オランダのマーストリヒト（Maastricht）において、当時の EC 加盟 12 ヶ国によって署名され

た。同条約は、①従来の EEC を EC に改称することや、経済・通貨同盟の設立と欧州単一通貨

ユーロ（Euro）の導入について定めている。また、②従来の欧州政治協力（EPC）を共通外交・

安全保障政策に改組するだけではなく（いわゆる EU の第 2 の柱）、③司法・内政分野での協力

制度を新たに設けている（第 3 の柱）。さらに、「EU 市民」 という概念を導入し、EU 加盟国

の国民に「EU 市民」としての権利を保障している。 

 

マーストリヒト条約は、全加盟国によって批准された後、1993 年 11 月 1 日に発効した（マ

ーストリヒト条約（EU 条約）第 52 条（旧第 R 条）参照）。批准に際しては、特に、デンマー

クとドイツで欧州統合懐疑論が強く主張されたが、これは、政治・経済統合を推進して「欧州

連合国」を樹立することは依然として困難であることを明確にし、欧州統合そのものにもブレ

ーキをかけた。 
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なお、マーストリヒト条約が締結される前の 1989 年、東西冷戦が終結している。その後、

鉄のカーテンによって分断されていたヨーロッパは再統合を目指すことになるが、まず、中立

政策をとってきたオーストリア、フィンランドとスウェーデンが 1995 年 1 月、EU に加盟し

た。なお、ノルウェーとも同時加盟に向けた交渉が行われ、加盟が了承される段階にまで至っ

たが、1994 年に実施された国民投票の結果を受け、同国は加盟を見送った。 

 

6. アムステルダム条約の制定と Euro の誕生 

 マーストリヒト条約は制定当初から見直しの必要性が指摘されており、1996 年 3 月、いわ

ゆる Maastricht II の起草を目的とした政府間協議が開始された。そこでの焦点は、①将来の EU

東方拡大 （10 ヶ国以上の新規加盟が予想されていた）に備えた機構改革や、②マーストリヒ

ト条約に基づき導入された制度（共通外交・安全保障政策および司法・内政分野の協力）の改

正であったが、前者に関しては特に大きな進展が見られないまま協議は終了した。なお、いく

つかの点で欧州議会の権限は強化されている。 

 

 協議の成果は条約という形にまとめられ、同条約は、1997 年 10 月、アムステルダムにおい

て加盟国外相によって署名された。締結地の名をとって、アムステルダム条約と呼ばれるこの

EU 第 1 次法は、域内における人の移動の自由や移民政策を EC の管轄に移し、また、国境規制

撤廃に関するシェンゲン協定とその制度を EU（厳密には EC）の政策として取り込むことにつ

いて定めている。要するに、加盟国は司法・内政分野における管轄権を EU（厳密には EC）に

委譲することになった。それゆえ、フランスは憲法改正を余儀なくされた。この作業のため、

同国は当時の EU 加盟 15 ヶ国の内、最後にアムステルダム条約を批准することになったが、

全加盟国の批准を受け、同条約は 1999 年 5 月 1 日発効した。  

 

 ところで、マーストリヒト条約によれば、単一通貨ユーロは 3 つの段階を経て導入されるこ

とになっていたが、この計画通り、最終段階の開始時である 1999 年 1 月 1 日には経済通貨同

盟 (Economic and Monetary Union (EMU)) が発足し、単一通貨ユーロ（Euro）が誕生した。な

お、この時点において、ユーロはまだ為替上の単位に過ぎず、実際に紙幣や硬貨は発行されて

いなかった。それらが市中で使用されるようになったのは、3 年の移行期間を経た 2002 年元

旦のことであった。 

 

 1999 年元旦にユーロを導入したのは、ドイツ、フランス、イタリア、ベネルクス 3 国、アイ

ルランド、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランドの 11 ヶ国であった。また、後

に、ギリシャはユーロ導入基準を満たしたと判断され、2000 年 1 月、ユーロ圏に加わった。他

方、イギリス、デンマーク、スウェーデンはユーロ圏への参加を自主的に見送った。 

 

7. アジェンダ 2000 の採択 

 前述したように、アムステルダム条約の制定に際し、加盟国は将来の EU 東方拡大に必要な

制度改革を見送っている。これに対処するため、欧州委員会はアジェンダ 2000（Agenda 2000）
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を作成し、諸制度の改革案を提示した。先送りされた問題の解決は困難であると予想されたが、

ドイツの主導下、アジェンダ 2000 は、1999 年 3 月、加盟国よって採択された。その重点は、

①2000 年以降の EU の予算編成、②農業政策（農業支援の削減）と構造政策の改正に置かれ、

EU 拡大に最低限必要な準備は整った。 

 

8. ニース条約の制定と EU 基本権憲章の採択 

 EU の東方拡大（東欧諸国の EU 加盟）に備えた基本諸条約の改正を実現するため、加盟国は

2001 年 2 月、フランスのニースで新しい条約（ニース条約）を締結した。また、同条約につい

て協議した前年 12 月の欧州理事会の場では EU 基本権憲章が承認され、欧州議会、EU 理事会

および欧州委員会という EC の諸機関によって公布されている。 

 

2002 年 6 月、アイルランドで実施された国民投票でニース条約の批准見送りが決定された

ため、同条約の発効も一時停滞したが、同年 10 月に再び実施された国民投票では賛成票が多

数を占めた。これを受け、同国はニース条約を批准し、全加盟国の批准が完了したため、同条

約は 2003 年 2 月 1 日に発効している。 

 

◎ 欧州石炭・鉄鋼共同体の消滅 

 欧州石炭・鉄鋼共同体の存続期間は 50 年と定められていた（同共同体設立条約第 97 条）。

そのため、共同体は 2002 年 7 月に消滅し、その管轄権は EC に引き継がれた。 

 

9. 東方拡大 

 1989 年の冷戦終結直後より東西ヨーロッパ諸国はヨーロッパの再統合を目指し、交渉を重

ねてきたが、2004 年 5 月 1 日、中東欧諸国の EU 加盟が実現した（東方拡大）。新規に加盟し

たのは以下の 10 ヶ国である（51 頁の地図参照）。 

    

     ポーランド、チェコ、スロヴァキア、スロベニア、ハンガリー 

エストニア、ラトビア、リトアニア、キプロス、マルタ 

 

 なお、ルーマニアとブルガリアも同時加盟を目指していたが、EU 加盟要件である行政・司

法改革、汚職撲滅対策や少数派の保護（基本権保護）が不十分であったため、加盟は認められ

なかった。 

 

10. リスボン戦略の採択 

  米国経済は IT 技術の発展に支えられて大きく発展し、EU 経済を凌駕しようとするなか、欧

州理事会は、2000 年 3 月、来る 10 年内に EU を世界中で最も競争力のある経済地域に発展さ

せることを目標とした戦略を設けた。これは、採択地にちなんでリスボン戦略と呼ばれている
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が、その後の IT 産業の失速や世界的な経済不況、また、加盟国の取り組みの弱さを理由に目標

の達成は芳しくない。経済発展やより質の高い雇用の創出は従来どおり EU の最優先課題にあ

たる。 

 

11. 欧州憲法 （European Constitution)条約の制定 

欧州理事会は 2001 年 12 月、ベルギーのラーケンにおいて、世界情勢の発展、ヨーロッパ市

民の要望や EU の発展に必要な枠組み・制度について検討する会議（Convention）の設置を決

定した。また、フランスのジスカード デスターン（Giscard d’Estaing）元大統領を座長に指名

した。 

 

 ヨーロッパの将来について討議するこの会議は 2002 年 3 月に開始され、加盟国や加盟交渉

国の政府代表、国内議会や欧州議会の代表、また、欧州委員会の代表が出席した。さらに、一

般市民の意見を反映させるために、公聴会も実施された。 

 

その成果として、欧州憲法（正式名称は欧州憲法制定条約）草案が起草され、同文書は、2003

年 6 月 20 日、ギリシャのテサロニキ（Thessaloniki）において、ジスカード デスターン座長

より欧州理事会に提出された。これは従来の基本条約（EU 条約や EC 条約）を改正するための

条約草案にあたるが、その内容を検討するための政府間協議が 2003 年 10 月 4 日、ローマで開

始された。 

 

2004 年 6 月、草案は全加盟国によって採択され、同年 10 月、ローマで条約として締結され

たが、発効には全加盟国の批准が必要である（第 IV-8 条）。当初は 2006 年 11 月の発効を目指

していたが、2005 年 5 月～6 月、フランスとオランダで実施された国民投票で憲法条約の批准

が否決されたことを受け、同条約は発効の見通しが立たなくなり、加盟国は再検討期間を導入

することにした。 

 

12. 第 2 次東方拡大、リスボン条約の締結・発効  

前述したように、ブルガリアとルーマニアも 2004 年 5 月の EU 加盟を目指していたが、特

に、司法制度改革や汚職対策への取り組みが不十分であったことから、延期されることになっ

た。両国の加盟が実現するのは 2007 年元旦であり、これを経て EU は 27 ヶ国体制に発展し

た。 

 

なお、2007 年元旦には、いち早く加盟していたスロベニアがユーロを導入している。また、

2008 年元旦には、マルタとキプロスが、2009 年元旦にはスロヴァキアが、2012 年 3 月にはエ

ストニアがユーロを公式通貨とし、ユーロ圏は 17 ヶ国体制に拡大した。 

 

2007 年 3 月、EU 統合の基礎となった欧州経済共同体（EEC）を設立するための条約と、欧

州原子力共同体を設立するための条約（両条約は締結地にちなんでローマ条約と呼ばれる）の
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締結 50 周年を祝し、当時の EU 理事会議長国ドイツの首都ベルリンで式典が開催され、ベル

リン宣言が採択された。また、発効が危ぶまれていた欧州憲法条約に代わる新しい条約を締結

することで合意が成立した。この決定を受け、2007 年 6 月の欧州理事会では新条約の骨子が

定められた。新条約の草案は、同年 10 月 19 日、欧州理事会によって採択され、同年 12 月 13

日、当時の EU 理事会議長国ポルトガルの首都リスボンで、全加盟国によって締結された。そ

のため、同条約はリスボン条約と呼ばれる。 

 

2008 年 6 月、アイルランドで実施された国民投票で批准否決派が過半数に達し、リスボン

条約の発効も危ぶまれたが、同国は 2 度目の国民投票で批准を決定した。また、チェコ大統領

が批准書への署名を拒否するといった問題も生じたが、2009 年 11 月、全ての加盟国による批

准が完了し、リスボン条約は同年 12 月 1 日に発効した。これによって、従来の EC は廃止さ

れ、EU に継承されることになった。なお、現在の EU 体制は、このリスボン条約に基づいてい

る。 

 

13. ユーロ危機  

2010 年春、ギリシャの財政赤字問題が深刻化し、ユーロの価値は大幅に低下した。それに基

づき、単一通貨の存続が危ぶまれるようになったが、事態は、さらに、アイルランド、ポルト

ガル、イタリア、そして、スペインの財政危機に飛び火した。 

 

そのような中、2011 年元旦にはエストニアがユーロを公式通貨とし、ユーロ圏は 17 ヶ国体

制に拡大した。 

 

14. クロアチアの EU 加盟 

2013 年 7 月、クロアチアが新たに EU に加盟し、EU は 28 ヶ国体制になった。 

 

なお、トルコとの加盟交渉も同時に開始されたが（広い意味での加盟交渉の開始は 1980 年

代にまで遡る）、終結する気配を見せていない。  
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ザ ール 問題  

 

 

ドイツとフランスの国境沿いにあるザー

ルラントは、豊富な石炭資源と、それを利用

した鉄鋼業が隆盛であったため、両国間でそ

の帰属が争われた。 

 

 1871 年にドイツ統一が実現する以前、ザ

ールラントはプロイセンやバイエルンの領

土となっていたが、普仏戦争でフランスに勝

利したプロイセンが、敗戦国フランスのヴェ

ルサイユ宮殿で建国式を行い、ドイツ統一が

実現すると、ザールラントはドイツに帰属す

ることになった。 

 

 

1914 年から 1918 年にかけて勃発した第 1 次世界大戦でドイツが負けると、ザールラント

は、ヴェルサイユ条約によってドイツから分離され、1920 年より国際連盟の管理下に置かれる

ことになった。なお、同条約では、ザールラントの帰属を決するため、後に住民投票を実施す

ることも定められていた。これに基づき、1935 年 1 月 1 日、投票が行われ、住民はドイツへ

の復帰を支持した。当時、ドイツの首相を務めていたのは、ヒトラーであったが、1939 年、彼

に率いられたドイツがポーランドに侵攻し、第 2 次世界大戦が勃発した。ドイツはフランスも

占領するが、最終的には敗戦し、戦後、ドイツは戦勝 4 ヶ国（米英仏ソ）に占領されることに

なる。なお、ザールラントはフランスの軍事占領下に置かれることになったが、後に住民投票

を実施、その帰属を決定することが決まっていた。しかし、フランスはこれに従わず、ザール

ラントを自治地域とし、それによって発足したザールラント自治政府との間でフランス・ザー

ル協定を締結して（1950 年 3 月）、炭鉱の租借権を得た。このようなフランスの措置に西ドイ

ツは反発したため、1954 年 10 月にパリ協定が締結され、ザールラントは西欧同盟の管理下に

置かれることになった。しかし、翌年の 10 月、ザールラントでは再び国民投票が実施され、

ドイツ復帰が決定された。なお、ザールラントはドイツにもフランスにも属しない、独立国と

する案もあったが、住民によって支持されなかった。この住民投票の結果を踏まえ、1956 年 10

月 27 日、ルクセンブルクでザール協定が締結され、ザールラントのドイツ復帰の法的枠組み

が設けられた。これに基づき、ザールラントは、1957 年 1 月 1 日、ドイツ復帰を果たしたが、

2017 年元旦はその 60 周年の記念日にあたる。なお、それに先立つ 1952 年、独仏を含む西欧

6 ヶ国間で欧州石炭・鉄鋼共同体が設けられており、独仏間の紛争の

火種の一つとなっていた鉄鋼・石炭業は共同で管理されることにな

っていた。つまり、ザールラントは、新しいヨーロッパの枠組みの中

で西ドイツに帰属することになった。 
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年 代 戦 争 戦勝国 戦争後の領土問題 

1870～71 年 普仏戦争 ドイツ 

ドイツはアルザス･ロレーヌ地方を占領 

第 1 次世界大戦でドイツが負けると、フ

ランスに帰属 

1914～1918 年 第 1 次世界大戦 フランス 
フランスはザールラントを支配 

1935 年、ドイツに復帰 

1939～1945 年 第 2 次世界大戦 フランス 
フランスはザールラントを支配 

1957 年、ドイツに復帰 
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第 2 次世界大戦後の欧州統合（年表） 

 

 

1945 年 5 月 ヨーロッパにおける第 2 次世界大戦の終了（ドイツの降伏） 

 

1946 年 9 月 元英国首相ウィンストン・チャーチルがスイスのチューリッヒで演説を行い、「ヨー

ロッパ合衆国」創設の必要性を説く。 

 

1948 年 4 月 アメリカの欧州経済復興計画「マーシャルプラン」の開始 

6 月  旧ソ連によるベルリン封鎖  

 

1949 年 5 月 欧州評議会 (Council of Europe)の発足 

      8 月 北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organisation(NATO)）の発足 

 

1950 年 5 月 シューマン宣言の発表 

 

1952 年 7 月 欧州石炭・鉄鋼共同体(European Coal and Steel Community(ECSC))の発足 

 

1953 年 9 月 欧州人権条約の発効 

 

1958 年 1 月 欧州経済共同体（European Economic Community（EEC））と欧州原子力共同体

（European Atomic Community（Euratom））の発足 

 

1960 年 5 月 欧州自由貿易連合(European Free Trade Association (EFTA))の発足 

 

1966 年 1 月 EC の意思決定方式に関し、「ルクセンブルクの妥協」が成立   

 

1967 年 7 月 EEC、欧州石炭・鉄鋼共同体および欧州原子力共同体の諸機関の統一20 

 

1970 年 10 月 EC 加盟国間で、欧州政治協力が正式に開始される。 

 

1973 年 1 月 EC にイギリス、アイルランド、デンマークが加盟 

 

1979 年 3 月 欧州通貨制度（European Monetary System(EMS)）の発足 

 

1981 年 1 月 EC にギリシャが加盟 

 
20  諸機関の統一は、1957 年 3 月と 1964 年 4 月に EC 加盟国間で締結された条約に基づいている。 
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1986 年 1 月 EC にスペインとポルトガルが加盟 

 

1987 年 7 月 単一欧州議定書の発効21 

 

1989 年 東西冷戦の終結 

  

1992 年末 域内市場の完成 

 

1993 年 11 月 マーストリヒト条約（EU 条約）および欧州共同体条約（EC 条約）の発効 

欧州連合（European Union）の発足 

 EEC は EC（欧州共同体に改名される。  

 

1994 年 1 月 欧州経済地域（European Economic Area（EEA））の発足22 

 

1995 年 1 月 EU にオーストリア、スウェーデン、フィンランドが加盟 

 

1999 年 1 月 欧州経済・通貨同盟の発足（11 ヶ国が欧州単一通貨ユーロを導入) 

 

  1999 年 3 月 Agenda 2000 の採択 

5 月 アムステルダム条約の発効23 

 

2000 年 12 月 EU 基本権憲章の採択 

 

2002 年 1 月 欧州単一通貨（ユーロ）の流通開始（ギリシャを含む 12 ヶ国体制） 

7 月 欧州石炭・鉄鋼共同体の消滅  

 

2003 年 2 月 ニース条約の発効 

 

2004 年 5 月 新たに 10 ヶ国が EU に加盟（東方拡大） 

10 月 欧州憲法条約の締結   

 

2007 年 1 月 ブルガリアとルーマニアが EU に加盟 

     スロベニアがユーロを公式通貨とし、ユーロ圏は 13 ヶ国体制へ 

     3 月 ベルリン宣言の採択 

     12 月 リスボン条約の締結 

 

 
21  同議定書の調印は 1986 年 2 月である。 
22  EEA 設立条約は、1992 年 5 月に、EC 加盟国と EFTA 加盟国によって締結された。 
23  同条約の締結は 1997 年 10 月である。 
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2008 年 1 月 キプロスとマルタがユーロを導入（ユーロ圏は 15 ヶ国） 

 

2009 年 1 月 スロベニアがユーロを導入（ユーロ圏は 16 ヶ国） 

12 月 リスボン条約が発効 （→ EC が消滅し、EU に承継される） 

 

  2010 年 5 月 ギリシャ危機（ユーロ危機）の深刻化 

 

2011 月 1 月 エストニアがユーロを導入（ユーロ圏は 17 ヶ国） 

 

   2012 年 3 月 財政協定（正式名称は、経済・通貨同盟における安定性、調整および統制に関する条

約）の締結 

 

  2013 年 7 月 クロアチアの EU 加盟（EU は 28 ヶ国体制へ） 

 

  2014 年 4 月 ラトビアがユーロを導入（ユーロ圏は 18 ヶ国） 

 

  2015 年 1 月 リトアニアがユーロを導入（ユーロ圏は 19 ヶ国） 

 

  2015 年 8 月 中東やアフリカから EU 内へ大量の移民が押し寄せる（移民危機）。 

 

  2016 年 6 月 イギリスで実施された国民投票で EU 離脱を指示する者が過半数に達する。 

 

  2017 年 3 月 イギリス政府は EU に EU 脱退を通告 
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※ 波線付きはユーロ導入国  

1952 年 7 月 

1958 年 1 月 

① ドイツ、② フランス、③ イタリア、④ ベルギー、⑤ オランダ 

⑥ ルクセンブルクが 3 つの欧州共同体を設立 

1973 年 1 月 ⑦ イギリス、⑧ アイルランド、⑨ デンマークが新規加盟 

1981 年 1 月 ⑩ ギリシャが新規加盟 

1986 年 6 月 ⑪ スペイン、⑫ ポルトガルが新規加盟 

1989 年 東西冷戦の終結 

1995 年 1 月 ⑬ オーストリア、⑭ スウェーデン、⑮ フィンランドが新規加盟 

2004 年 5 月 

東方拡大 

(16) エストニア、(17) ラトビア、(18) リトアニア、(19) ポーランド 

(20) チェコ、(21) スロヴァキア、(22) ハンガリー、(23) スロベニア 

(24) マルタ、(25) キプロスが新規加盟   

2007 年 1 月 (26) ブルガリア、(27) ルーマニアが新規加盟 

2013 年 7 月 (28) クロアチアが新規加盟 
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EU 基本諸条約  
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第 3 章 EU（EUROPEAN UNION） 

 

 

1952年、不倶戴天の関係にあった独仏両国の和解を目的とし、欧州石炭・鉄鋼共同体がヨー

ロッパの6ヶ国によって設立された。その成功を受け、1958年には欧州経済共同体（European 

Economic Community (EEC)）と欧州原子力共同体が同じ6ヶ国によって設立された。この3つの

共同体のうち、最も重要な役割を果たしていたのは欧州経済共同体(EEC)であるが、1993年11

月、経済以外の分野でも管轄権を持つようになり、欧州共同体（European Community（EC））

と名称が代わった。それと同時にEUが発足し、三つの共同体はその1本目の柱に組み込まれる

ことになった。 

しかし、2002年、欧州石炭・鉄鋼共同体は消滅し、管轄権はECに引き継がれることになった。

2009年にはECも消滅し、EUに一本化されることになった。なお、欧州原子共同体は現在も存

続している。 

 

第 1 節 EU の様々な側面 

現在、EUは、国際機関としては過去に例がないほど高度に発展し、様々な政策を実施してい

るが、主に以下の側面を有する。 

 

1. 域内市場としてのEU 

域内市場とは商品、人、サービス、資本の4つの移動の自由が保障された空間を指す。その内

の商品の移動の自由とは、ある加盟国で適法に流通過程に置くことができる物品は他の加盟国

へも自由に輸出することができることを指す。加盟国は自国法に違反することを理由に、他の

加盟国からの輸入を規制してはならない。例えば、ビールに香料や添加物を入れてはならない

という国内法や、チョコレートに使用する油はカカオ油でなければならないという国内法に基

づき、他の加盟国からの輸入を規制してはならない。また、加盟国間の貿易に関税をかけたり、

数量制限を設けてはならない。 

 

次に、人の
．．

移動の自由とは、EU加盟国の国民（EU市民）は他の加盟国に赴き、自由に働くこ

とができることを指す。加盟国は国籍に基づく差別をしてはならない。このように、ここでの
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人
．

とは労働者を意味するが、これはEUの前身であるEEC（European Ecoomic Community）は文

字通り経済分野での活動を想定し、設立されたことに関係している。他方、労働者以外の人の

移動の自由について、EU（EEC）に権限は与えられていなかったため、加盟国はEU（EEC）の

枠外でシェンゲン協定を締結した。これによって、人々はパスポート検査を受けることなく、

他の加盟国へ移動できるようになった。しかし、他の加盟国では治安が悪かったり、自国では

認められていた権利が保障されていなかったとすれば、市民はその加盟国への移動を思いとど

まる。そのため、EUには「自由、安全および正義の空間」を創設する権限・責務も与えられて

いる。なお、イギリスはシェンゲン協定に加盟していない。また、「自由、安全および正義の空

間」にかかる政策の大部分にも参加していない。 

 東西冷戦終結から約15年が経過した2004年5月、EUには新たに10ヶ国（そのほとんどはかつ

ての東側諸国）が加盟したが、新加盟国より大量の労働者が押し寄せてくることが懸念された。

そのため、新加盟国からの「人」の移動を制限することが認められていたが、現在ではもはや

認められない。 

  

2. 関税同盟としてのEU 

前述したように、EU内では商品やサービスの移動の自由が保障されている。また、EU加盟

国は第3国（日本や米国）との輸出入規則を統一している。このように内部の貿易が自由化さ

れ、外部に対しては共通の貿易規則を持つ組織を関税同盟と言うが、EEC（現在のEU）は関税

同盟を基礎として設立されている。なお、イギリスはそのように強力な統合には賛成せず、他

のヨーロッパ諸国とともに欧州自由貿易連合（EFTA）を設立した。しかし、EECの成功を受け、

後にEFTAを脱退し、EECに加盟した（1973年）。 

EU加盟国は関税に関する自らの権限（主権）を放棄し、それをすべてEUに与えている。それ

ゆえ、加盟国が独自に関税を導入したり、関税率を決定することはできない。なお、関税は国の

財源の一つにあたるが、関税同盟の設立に伴い、EUの財源に変わった。例えば、日本からフラン

スに輸出される自動車に課される関税は、フランスではなく、EUの歳入となる。 

 

3. 欧通経済・通貨同盟としてのEU 

 前述したように、EU内では商品やサービスは自由に流通されなければならないが、加盟国の

為替レートが大きく変動するとすれば、加盟国間の取引に大きなリスクや障害が発生する。そ

のため、EUは加盟国の通貨を統一している。この通貨をユーロと呼ぶ。EU法上、加盟国にはそ

の導入が義務づけられているが、イギリス、デンマーク、スウェーデンは特例によって、この
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義務が免除されている。他方、2004年5月の東方拡大以降にEUに加盟した旧東側諸国（例えば、

ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア）は、経済的にまだ十分に発展しておらず、

ユーロ導入の要件を満たしていないため、導入するに至っていない。このような事情により、

EU加盟28ヶ国中、ユーロを導入しているのは19ヶ国にとどまる。なお、これらの19ヶ国は通貨

の発行・管理に関する権限（主権）を完全にEUないし欧州経済・通貨同盟に委譲している。そ

のため、個々の国が通貨の供給量や公定歩合を決定することはできない。 

 

第 2 節 EU の諸機関（統治機構） 

 前述したように、EUは様々な側面を有するが、その実施に必要な権限（主権）を加盟国から

与えられている。つまり、加盟国は政策の実施に必要な立法権や行政権をEUに与えている。こ

れによって加盟国は自らが持っていた権限を手放すことになったが、これを主権の委譲と呼ぶ。 

 EUには以下の機関が設けられており、加盟国より与えられた権限を行使している。 

 

 名 称 メンバー 設置場所 

司 法 EU 裁判所 
裁判官（各国より 1 名） 

法務官（8 名） 
ルクセンブルク 

立 法 

EU 理事会 各国の閣僚級の代表 ブリュッセル 

欧州議会 

EU 市民の代表 

（各加盟国で選挙を行い

選出された 751 議員） 

本拠地：ストラスブール 

事務総局：ブリュッセル 

事務総局の一部：ルクセンブルク 

行 政 欧州委員会 各国より 1 名 ブリュッセル 

 

また、これらの上に立つ最高機関と

して、欧州理事会が設けられている。

同理事会は常任議長、各加盟国の首脳

と欧州委員会委員長で構成されるが、

立法権限は持たず、EU の政策目標、

重要課題や重要な人事等について決

定する。 
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EU 機 構 制 度  

  欧州委員 

 

（人） 

EU 理事会に

おける票数 

（票） 

欧州議会 

議席数 

（人） 

各国の人口※ 

 

(1万人) 

1 議席あた

りの人口 

（1万人） 

ド イ ツ 1 29 96 8120 84.6 

フランス 1 29 74 6641 89.7 

イギリス 1 29 73 6488 88.9 

イタリア 1 29 73 6080 83.8 

スペイン 1 27 54 4645 86.0 

ポーランド 1 27 51 3801 74.5 

ルーマニア 1 14 32 1987 62.1 

オランダ 1 13 26 1690 65.0 

ベルギー 1 12 21 1126 53.6 

ギリシャ 1 12 21 1086 51.7 

チェコ 1 12 21 1054 50.2 

ハンガリー 1 12 21 986 47.0 

ポルトガル 1 12 21 1037 49.4 

スウェーデン 1 10 20 975 48.8 

オーストリア 1 10 18 858 47.7 

ブルガリア 1 10 17 720 42.4 

デンマーク 1 7  13 566 43.5 

フィンランド 1 7 13 547 42.1 

スロヴァキア 1 7 13 542 41.7 

アイルランド 1 7 11 463 42.1 

クロアチア 1 7 11 423 38.5 

リトアニア 1 7 11 292 26.5 

スロベニア 1 4 8 206 25.8 

ラトビア 1 4 8 199 24.9 

エストニア 1 4 6 131 21.8 

キプロス 1 4 6 85 14.2 

ルクセンブルク 1 4 6 56 9.3 

マルタ 1 3 6 43 7.2 

合計 28 352 751 50847 － 

※ 各国の人口（2015年）は EUの公式サイトによる。 

 http://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en 

 

 欧州議会の議席数は、各国の人口を基に算出されているが、これは完全ではない。表からも

見て取れるように、大国、特に、ドイツに不利な議席配分になっている。 
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第 3 節 EU 加盟の意義と EU 統合懐疑論 

1. EU 加盟の意義 

 1952 年、西欧 6 ヶ国が欧州石炭・鉄鋼共同体を設立することで EU 統合は始まった。2018

年 10 月現在、加盟国数は約 5 倍に増加しているが（詳細には 28 ヶ国）、この「ヨーロッパの

家」に属する最大の意義は「経済」である。つまり、EU とは商品、人、サービス、資本の移動

の自由が保障された域内市場であり、単一通貨ユーロを持つ経済・通貨同盟でもある。日本や

米国といった第 3 国との貿易について取り決めるのも EU であり（なお、実務では個々の加盟

国が第 3 国と独自に交渉を行う例も少なくないが、EU の通商政策に反してはならない）、農産

物の生産・品質管理を行うのも EU である。数 10 年前のように「経済的要塞」として批判され

ることはなくなったが、経済統合はさらに進化・深化しており、EU の法や政策が全く関与し

ない経済分野はないと言っても過言ではない。 

 

なお、イギリスは欧州石炭・鉄鋼共同体や欧州経済共同体の原加盟国になることを断るもの

の、比較的迅速に見解を改めたのは経済的な理由に基づいている。 

 

 ギリシャ、スペイン、ポルトガルの加盟（EU の南方拡大）に際しては、この経済的側面の他

に、3 国の民主化を促すといった意義も込められていた。これは、東西冷戦の終結から約 15 年

が経過した 2004 年 5 月、旧東側諸国が EU に加盟した際により顕著に現れた（EU の東方拡

大）。 

 

 その一方で、不倶戴天の関係にあった独仏の和解を達成することや、米ソ両大国の影響力が

一段と増すなかで「没落するヨーロッパ」の国際的プレゼンスを高めるという目的も、欧州統

合の初期の段階では存在した。 

 

 まだ加盟を実現していない旧東側諸国（例えば、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ（9 頁参照）

やウクライナ）、にとって、EU 加盟とはヨーロッパに属することとも言える。つまり、「EU」

と「ヨーロッパ」は同義で用いられている。これに対し、スイス、ノルウェー、アイスランド

は、あえて EU に加盟しない道を選択しているが、EU と個別に協定を締結し、EU 統合に参加

している（64 頁以下参照）。それゆえ、仮にイギリスが EU から脱退することになったとして

も、EU 統合に参加し続ける道は残されている。 

  

2. EU 統合懐疑論 

2.1. 総論 

 その一方で、EU 統合懐疑論も根強く主張されている。特に、前述した 2004 年 5 月の EU 東

方拡大、換言するならば、旧社会主義国の受け入れは従来の加盟国にとって大きな負担となっ

たが、EU の基本原則である人の移動の自由に基づき、新加盟国から大勢の人がやってくるこ
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とは従来の加盟国にとって脅威となった。また、15 ヶ国体制から 25 ヶ国（2019 年 4 月現在は

28 ヶ国）体制への発展は、EU 内の多様性は著しく増すと共に、加盟国間の結束を損なわせる

要因にもなった。EU 市民も（急速に）拡大し続ける欧州統合に反発するようになったが、この

民意は、翌年、欧州憲法条約の発効を阻止するという形で現れた。同条約の批准に先立って国

民投票を実施し、なおかつ、憲法条約批准に反対する立場が過半数になったのはフランスとオ

ランダの 2 国のみであったが、ほぼすべて加盟国で欧州統合のあり方が問われることになった。

さらに、2010 年 5 月以降に深刻化したユーロ危機、2015 年 8 月から現在まで存在する移民危

機は EU 懐疑論を増幅させている。 

 

 なお、EU 統合は加盟国政府が主導し行われている。この上からの統合、また、EU の官僚主

義に対する市民の反発も無視できない。つまり、半数を上回る市民は EU 統合を「無駄遣い」

として捉えている。また、国際化やキャピタリズムの弊害は EU 統合の「悪」として捉えられ

るようにもなっている。 

 

 1993 年 11 月に発効したマーストリヒト条約に基づき、「EU 市民」という概念が導入された

が、自らを「EU 市民」として、または、より一般的に使用されている「ヨーロッパ人」として

捉える者は決して多くない。これは EU に対する関心の低さの表れでもあるが、逆に、EU 統合

の問題点は大きく報道されるため、注目されることになる。従来の国内法ないし自国の伝統を

大きく変更する EU 法が制定されるときも同様である。これらは EU のイメージを損ねること

なる。 

 

 このように EU 統合に反対する見解は様々な理由に基づいているが、国内政治に対する不満

が大きな要因になっていることも見過ごしてはならない。つまり、本質的に EU には関係しな

い事柄が EU に不利に作用しているのである。 

 

2.2. 各論 ― イギリスにおける EU 統合懐疑論 

 イギリスにおける状況も基本的に同じである。とりわけ、2004 年 5 月の東方拡大後、イギリ

スには大量の労働者が流入し、同国の労働市場や社会保障制度に大きな影響を及ぼした。なお、

この人の流れは予想されていたため、これを規制する例外が設けられたが、ドイツやオースト

リアとは異なり、イギリスは例外措置を利用しなかった。つまり、イギリス政府の対応に問題

がなかったわけではない。 

 

 イギリスに固有の特殊要因として、当初から同国は欧州統合に距離を置いている点を指摘し

うる。これは地理的に離れていることを指しているわけではなく、①最初の欧州共同体が設立

された 1950 年代、同国は自らを世界大国として捉えており、主権の委譲を伴う欧州統合への

参加は大国としての自国の立場にふさわしくないと考えていたことや、②ヨーロッパ諸国との

関係よりも、米国や英連邦諸国との関係を重視していたことを指す。それゆえ、戦後の欧州統

合のきっかけを作ったのは元イギリス首相ウィンストン・チャーチルであったが、イギリスは

それに参加する意思を持ち合わせていなかった。 
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 欧州石炭・鉄鋼共同体の設立に成功した 6 ヶ国は、さらなる共同体、詳細には、欧州経済共

同体（EEC）と欧州原子力共同体の設立を検討するようになった。EEC が関税同盟であるのに

対し、イギリスはより多くの国が参加し、かつ、より緩やかな統合体である自由貿易地域の創

設を提唱したが、フランスに反対されたため、イギリスは諸共同体に加盟していない諸国とと

もに、欧州自由貿易連合（EFTA）を設立した（1960 年）。しかし、諸共同体の成功、ヨーロッ

パ大陸諸国との経済関係の発展、また、自国の経済状態の悪化（他方、ドイツは敗戦を克服し、

奇跡的な経済復興（Wirtschaftswunder）を実現していた）や国際舞台における地位の低下を受

け、イギリスは、その翌年である 1961 年には EFTA を脱退し、EC 加盟を希望するようになる

が、2 度にわたり（1963 年と 1967 年）、フランスから肘鉄砲を食らった。つまり、米国や英連

邦諸国との関係を重視するイギリスは、外からは破壊できない欧州共同体を内から壊す目的で

加盟しようとしていると考えたシャルル・ド・ゴール仏大統領は、イギリスの加盟申請を繰り

返し退けた。同国の加盟が実現したのは、ド・ゴールが政界を引退した後の 1973 年であるが、

ヨーロッパに属さない英連邦諸国は当然、加盟できなかった。 

 

 なお、政府主導で行われたEC加盟はイギリス国民によって冷ややかに受け止められた。加盟

より数ヶ月後に実施された世論調査で、加盟を支持した国民は31％に過ぎなかったのに対し、

加盟を評価しない者は34％にも達した。そのため、1974年の総選挙において、労働党のハロル

ド・ウィルソン（Harold Wilson）候補は、加盟交渉をやり直し、その後、EC残留の是非を問う

国民投票を実施することを公約に掲げた。この選挙で労働党は第1党となり、首相に返り咲い

たウィルソンは、実際に加盟交渉をやり直した上で、1975年4月に国民投票を実施したが、残

留を支持する者が反対を2倍近く上回った（67.2％対32.8％、投票率は64％）。 

 

この国民投票の実施に際しては、保守党のマーガレット・サッチャー（Margaret Hilda 

Thatcher）も残留支持を訴えるキャンペーンを展開したが、1979年5月に首相に就任すると、態

度を改めるようになった。それは、イギリスの財政は非常に逼迫していたが、ECのために不相

応に多くの資金を拠出しているとの考えに基づいている。そして、サッチャーは1984年のEC加

盟国首脳会議において“I want my money back”と発言し、一端は拠出した資金の払戻し（British 

rebate）に成功する。 

 

その後もイギリスは、EC（EU）の社会政策、人の移動の自由（シェンゲン協定）、ユーロの

導入、EU基本権憲章の適用などに関し、「特別扱い」を認めさせることに成功する。その一方

で、欧州統合に消極的な立場を維持し、EUを牽引する意思はないことを表明している。 

 

前首相のデービッド・キャメロン（David Cameron）は、2015年5月の総選挙において、EU内

における自国の立場を改善した上で、EU残留の是非を問う国民投票を2017年末までに実施す

ることを公約に掲げていたが、これは前述したウィルソン元首相の方策と同じである。しかし、

当時に比べ、脱退派の勢力が増しており、キャメロン首相は危険な賭に出たと批判された。こ

れが危険なのは、EU残留が国益に、また、イギリス国民とその子孫の利益に叶うとキャメロン

首相も考えているからである。また、国民投票の結果次第では辞任に追いやられるという点で、

個人的な危険性もはらんでいる。 
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なお、キャメロン首相の持論である「EU残留」とは真の意味での「EU加盟」ではない。つま

り、ユーロやシェンゲン協定には参加せず、EUの内政政策や社会政策には完全に参加せず、EU

基本権憲章には拘束されず、EU財政負担は軽減された条件付きのEU加盟である。 

 

  国民投票でEU残留が決まるにせよ、もともとイギリスはEUに完全に参加しているわけでな

い。また、EU残留はEUへの積極的参加を意味するわけでもない。 

 

2.3. 国民投票の評価 

(1) イギリスは速やかに EU から脱退すべきである。 

 2016 年 6 月 23 日に実施された国民投票で、イギリス国民は EU 脱退を決定した。政界、財界、

株式・為替市場や賭け市場の誰もが予想しなかった投票結果にヨーロッパは大きな衝撃を受けるこ

とになったが、EU は冷静な対応を市民に呼びかける一方で、イギリス政府に対しては、国民投票の

結果を速やかに実現するよう要請している。 

 

EU 要人の中で最も早くメディアのインタビューに答えたのは、欧州議会の Martin Schulz 議長

（ドイツ）であるが、開票作業はまだ終了していない者の、離脱派の勝利が確定した時点で出身国

ドイツの公共放送 ZDF のニュース番組に出演し、EU はすでにイギリスの EU 離脱の準備をしてお

り、ショックを受けているわけではないと述べた。官公庁が開く時間になると、他の EU の要人か

らも同様の声明が出されたが、欧州委員会の Juncker 委員長は、イギリスは遅滞なく国民投票の結

果を実現すべきである、つまり、脱退を遅らせるべきではないと述べた。これは、イギリスのキャ

メロン首相は今年 10 月に退陣すること、また、EU 脱退交渉は新政権のもとで進められると述べた

ことを受けたものである。つまり、脱退交渉の開始を 10 月までに先延ばしすべきではないという

EU 側の意思をロンドンに向けて発した。 

 

このような EU 要人の発言は、イギリス国民の意思を尊重する一方で、冷静な対応が重要である

ことを強調するものである。しかし、数日前まで、イギリスの EU 脱退が欧州統合にも深刻な影響

を及ぼすこと、ないし、イギリスが EU 加盟国であり続けることの重要性を訴えてきたことは、確

かにその真意は明らかであるが、「2 枚舌」として受け止められ、EU 政治に対する市民の不信感を

さらに増長させる危険性もはらんでいる。 

 

(2) 若者への衝撃 

もともとイギリスは EU に積極的に参加していたわけではなく、「経済的な理由でのみ成立して

いた婚姻関係」と捉えることもできる。40 年に亘るこの関係はまもなく終了することになろうが、

先行き不透明な状況は、EU よりも、イギリスに深刻な打撃を与えることになる。EU 脱退が実現す

ることになれば、イギリス出身の EU 官僚や欧州議員はその職を失うことになるばかりか、欧州統

合に関する学校・大学教育を見直す必要性も出てくる。我が国とは異なり、ヨーロッパの学生は「国

際派」であり、そのほとんどは留学を経験すると言われてきたが、EU 脱退はイギリスの青少年の国

際観や将来像を大きく変える、より詳細には、将来の職業選択・自己実現の幅をかなり制約するこ
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とになろう。大学や大学院で EU 法を学んでいる学生や、ブリュッセルの EU 機関で実習を受けて

いる若者の衝撃は計り知れない。 

 

実際に、若年層の大半は EU 残留を支持したとされている。離脱派が多い高齢者によって、彼ら

の将来は奪われたと言ってもよい。なお、スコットランド独立の是非を問う住民投票では 18 歳未

満の者にも投票権が与えられていたことと比較し、今回の国民投票でも 16～17 歳の国民に意思表

示の機会を与えるべきであったという見方もある。 

 

(3) イギリスの分裂 

国民投票の結果は「高齢者の判断」という側面の他に、「イングランドの判断」という側面も持

ち合わせている。つまり、スコットランドとは対照的に、イングランドでは離脱派が過半数に達し

た。かねてよりスコットランドは欧州統合に友好的であることで知られているが、現行 EU 法上、

EU に加盟しうるのは独立国家に限られる。そのため、スコットランドの独立が再び議論されるこ

とになるのは必須である。これは北アイルランドの独立にも影響を与える。 

 

(4) 扇動政治の助長 

 国民投票の結果は、イギリスはもちろん、他の EU 加盟国の EU 懐疑派を勢いづける危険性があ

る。換言するならば、EU 統合に限らず、国際化やキャピタリズム、また、外国人の流入に反発する

扇動政治を助長しかねない。もっとも、2017 年 3 月のオランダ総選挙とドイツの地方選挙において

ポピュリストは想定していた通りの結果を残せなかった。逆に、EU 統合を支持する政党が勝利し

た。そのため、2016 年 6 月のイギリス国民投票以来、漂っていた危機感は失われつつある。2017

年 4 月に行われたフランス大統領選の予備選でも同様の結果に終わった。 

 

2.4. EU 法上の問題 

 現行 EU 法は、2009 年 12 月に発効したリスボン条約に基づいている。EU 脱退に関する規定は、

同条約に基づきはじめて EU 法体系に取り込まれることになった。詳細には、EU 条約第 50 条は加

盟国の EU 脱退手続について定められているが、EU 脱退の要件が特に設けられているわけではな

い。つまり、脱退はもっぱら加盟国の意思に委ねられている。なお、この規定は、脱退する権利を

加盟国に与えていると説明されることもあるが、実際には、このような権利は与えられていない。 

 

 EU 条約第 50 条第 2 項によれば、EU は脱退を希望する加盟国と交渉し、同国との関係について

定めるために協定を締結しなければならない。脱退を通知したときから 2 年以内にこの協定が締結

されないとき、脱退を希望する国は、いわば自動的に脱退することになる。つまり、この時点より、

現行 EU 諸条約は、その国には適用されない。ただし、この時点は先延ばしすることができる（第

3 項）。 

 

 なお、EU 諸条約が適用されなくなる場合であれ、脱退する国は、すでに国内法体系に取り入られ

ている EU 法を破棄しなければならないわけではない。ただし、現行 EU 法の中には、イギリス国

民が適用を欲さないものもあり、まさにそれが国民投票の争点になった。 
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他方、加盟国であることの特性に基づいている規定（例えば、EU 理事会における議決権、欧州議

会における議席）は適用されなくなる。加盟国として EU 裁判所に提訴することもできなくなるが、

個人が訴えることは認められる。 

  

 EU 脱退交渉の論点の一つは域内市場政策にある。つまり、EU 内では、商品、人、サービス、資

本の移動の自由が保障されているが（53 頁以下参照）、イギリスは、脱退後も、EU 市場の恩恵に

あずかりたいと考えている。これは何も EU 加盟を必要としないため、実現可能である。特に、ノ

ルウェーやスイスは、EU に加盟していないが、EU と個別に協定を締結し、域内市場のアドバンテ

ージを受けている。しかし、これには、人の流入を受け入れるという条件が付けられており、ノル

ウェーやスイスは、EU から入ってくる労働者を受け入れている。イギリスが EU から脱退する理由

は、まさに、人の移動の自由を制限することにあるため、イギリスが EU 域内市場に参加し続ける

ことは困難であると考えられる。 

 

第 4 節 EU と第 3 国の連合協定 

EU は EU 内だけではなく、周辺のヨーロッパ諸国とも経済統合を進めている。欧州経済領域

（EEA）の設立や、スイスと個別に多数の協定（条約）を締結していることがその例にあたる。

さらに、第 3 国との間に特別な関係を築くことを目的とし、多くの協定を締結しているが、そ

の内、旧植民地の発展を支援したり、将来の EU 加盟を見据え、第 3 国を支援するために締結

される協定を連合協定と呼ぶ。 

 

１. 旧植民地との連合 

いくつかの EU 加盟国（フランス、ベルギー、オランダなど）は、主としてアフリカ大陸に

植民地を保有していたが、旧植民地の発展を支援するため、1964 年、EU（当時は EEC）はカ

メルーンの首都ヤウンデで、17 のアフリカ諸国およびマダカスカルと協定を締結した。この連

合協定は締結地にちなみヤウンデ協定と呼ばれるが、有効期間は 5 年に限定されていた。その

ため、後にヤウンデ II 協定が締結された。 

 

多くの植民地を持っていたイギリスが EU に加盟するようになると、EU は、1975 年、ヤウ

ンデ II 協定に代わり、ロメ協定を締結した。トーゴの首都ロメで締結された、この新しい協定

には、アフリカだけではなく、カリブ海および太平洋上の 46 ヶ国（ACP 諸国）が参加してい

る。この協定は 4 回更新され、25 年（1975～2000 年）に亘り適用されたが、1989 年の東西冷

戦終結や急速に進むグローバル化に対応した新しい協定の必要性が認識されるようになり、

2000 年、ベナンの首都コトヌーで新しい連合協定が締結され、現在に至っている。 

 

コトヌー協定には、アフリカ、カリブ海および太平洋上の（ACP 諸国）76 カ国と、EU およ

びその加盟国が加盟しているが（同協定は、EU が権限を有さない政治対話についても定めて

いるため、EU とその加盟国が共同で締結している）、パートナー国に貿易上の特権を与えると
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もに、欧州開発銀行の財政支援を通してその経済発展を支援すること、また、政治対話によっ

て、人権の尊重、法の支配や国政の健全化を促すことなどを目的としている。 

 

コトヌー協定は、政治的最高機関として、閣僚理事会を設けているが、同機関は大使部会に

よって保佐される。また、欧州議会議員と ACP 諸国の国内議会議員で構成される議会が設置さ

れ、諮問権限が与えられている。 

 

2. 旧東側諸国との連合 

東西冷戦崩壊後、EU は旧東側諸国、特に、ユーゴスラビアから独立した国々と連合協定を

締結し、その民主化、法の支配、経済発展を支援している。この協定は、旧東側諸国の EU 加

盟を支援する目的も持つ。 

 

東西冷戦終結後、ソ連は解体し、多数の独立国家が生まれた。その内、エストニア、ラトビ

ア、リトアニア（これらをバルト 3 国と呼ぶ）は、すでに 2004 年 5 月の東方拡大時に EU に

加盟しているが、その他の国も EU ないし「西側」との結びつきを強化している。このような

旧総連構成国の「ヨーロッパ化」にソ連を承継したロシアは、自国の安全が脅かされるとして

反発しているが、ウクライナとの間では軍事的な衝突まで発生している。 

 

ウクライナは、6 年間の交渉の後に、EU と連合協定を締結している。同協定の発効は、EU、

その全ての加盟国とウクライナによって批准されることを要するが、2016 年 4 月、オランダ

では国民の呼びかけによって国民投票が実施され、批准反対派が賛成派を大きく上回った（反

対派 64％、賛成派 34％）。それを受け、オランダは批准を見送っているため、ウクライナとの

連合協定はまだ発効していない。 

 

なお、2013 年 11 月、ウクライナ政府は、ロシアの圧力を受け、協定の締結を断念した。こ

れにウクライナ国民は反発し、同国のヤヌコービッチ（Janukowytsch）大統領は解任された。

その後、新しい大統領によって協定は締結されたため（しかし、前述したように、まだ発効し

ていない）、2 国間関係は悪化し、ロシアがウクライナ東部を軍事的に占拠する状態が続いてい

る。 
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第 4 章 ヨーロッパの経済統合 

 
 

第 1 節 欧州自由貿易連合 (European Free Trade Association (EFTA))の設立 

 1950 年代、西欧 6 ヶ国（独、仏、伊、ベネルクス 3 国）は三つの欧州共同体（EC）を設立

したが、EC のように緊密な経済統合ないし主権の委譲には消極的であったものの、貿易自由

化の必要性を感じていた周辺諸国や、中立性を維持する必要性から EC に加盟できなかった諸

国（オーストリア、スイス、スウェーデン、フィンランド）は、1960 年 5 月、欧州自由貿易連

合（EFTA）を発足させた。  

 

 原加盟国は、イギリス、デンマーク、ポルトガル、ノルウェー、スウェーデン、スイス、オ

ーストリアの 7 ヶ国である。後に、アイスランド（1970 年）、フィンランド（フィンランドは

1961 年より EFTA と連携しているが、正式に加盟したのは 1986 年である）、リヒテンシュタ

イン（1991 年）が加盟している。 

 

  前述したように、これらの国々は、EC（現在の EU）のように、主権の委譲を伴う緊密な統

合をきらい、EC（EU）に加盟しなかったが、EC 統合の成功を受け、EFTA を脱退し、EC に加

盟する国が続出した。詳細には、イギリスとデンマーク（1972 年）、ポルトガル（1985 年）、

さらに、スウェーデン、オーストリアおよびフィンランド（1994 年）は脱退し、EC（現在の

EU）に加盟している。そのため、現在、EFTA は、ノルウェー、アイスランドの北欧諸国と、

スイスとリヒテンシュタインのアルプス諸国で構成されているが、これらの 4 ヶ国も EU と自

由貿易協定を締結し、EU との経済統合を進めている（後述 3 参照）。 

 

1960 年 ・イギリス → 1972 年に脱退し、EC に加盟 

・デンマーク → 同上 

・ポルトガル → 1985 年に脱退し、EC に加盟 

・ノルウェー 

・スウェーデン → 1994 年に脱退し、EU に加盟 

・オーストリア → 同上 

・スイス 

1970 年 ・アイスランド 

1986 年 ・フィンランド → 1994 年に脱退し、EU に加盟 

1991 年 ・リヒテンシュタイン 
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第 2 節 自由貿易地域としての EFTA とその発展  

 EU に同じく、EFTA は加盟国間における貿易障壁 （関税や数量制限）を撤廃し、域内貿易

の自由化を目標に掲げている。しかし、EU とは異なり、外部（第 3 国やその他の国際機関） 

との貿易については、関税や規則の統一を目指すものではない。つまり、EU が関税同盟に当

たるのに対し、EFTA は自由貿易地域である。 

 EFTA は工業製品や工芸品の貿易の自由化を主たる目的としており、農産物貿易の自由化は

対象としていない。これに対し、EU（EEC）は、当初から農産物も対象にしている。また、農

業政策は EU の重要な政策の一つにあたるが、これは、工業の発展に伴い、農業は衰退するこ

とが危惧されたためである。フランスは、農業政策に関する権限が EEC に与えられることを条

件に EEC の発足に同意した。 

 

  しかし、EFTA 加盟国は農産物貿易自由化の重要性を認識しており、個々の加盟国間で二国

間協定が締結されている。なお、海産物貿易の自由化は、1989 年に達成されている。 

 

  前述したように（参照）、半数以上の加盟国が脱退しているため、EFTA 加盟国間の貿易量

は減少しているが、EFTA に残った国々も、1970 年代以降、EU との経済関係を強化している。

つまり、イギリスとデンマークの脱退直前の 1972 年または 1973 年、EEC と個々の EFTA 加盟

国間では自由貿易協定が締結された。これにより、ヨーロッパには世界最大規模の自由貿易地

域が発足した。  

 

第 3 節 欧州経済領域（European Economic Area (EEA)）の設立 

 1972 年におけるイギリス、デンマークの EFTA 脱退をはじめとし、1980 年代以降は、EFTA

を脱退し、EU に加盟する国が増える中、両者間のリンクはさらに強化されるようになったが、

1994 年 1 月には、スイスを除く EFTA 加盟 3 ヶ国と EU との間に欧州経済領域（European 

Economic Area (EEA)）が設立された。現在、欧州経済領域（EEA）は、EU に加盟する 28 ヶ国

と EFTA に加盟する 3 ヶ国の合計 31 ヶ国が加盟している。 

 

欧州経済領域（EEA）は EU の市場統合を EFTA 加盟国にも拡張するものである。つまり、

EU と同様に、商品、人、サービス、資本の移動の自由の保障を目的としている。そのため、

EFTA 加盟国は EU 法を国内法体系に取り入れている。なお、EU は関税同盟を基礎とするが、

これは EEA に拡張されない。同様に、経済・通貨同盟（単一通貨ユーロの導入）、EU の農業政

策、EU の第 2 の柱の政策である共通外交・安全保障政策や、EU の司法・内務政策（自由、安

全および正義の空間）も EEA には適用されない。 

 

 なお、当初はスイスも EEA 加盟を予定していたが、1992 年 12 月 6 日に実施された国民投票

で協定の締結が否決されたことを受け、加盟を見送っている。そのため、スイスと EU との経

済関係は停滞しているわけではなく、スイスは EU と個別に非常に多くの協定を締結している。

その結果、スイスは EEA に加盟しているのと同じ状況にある。 


