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この点を探っているので、われわれもミルワー

ドの論述をフォローしていくことにしたい。
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（１）ベイアン・プランとドイツ

①ベイアン・プランとドイツの経済的利害

ベイアン・プランはドイツの経済的利害にと

って、３つばかしの懸念を生じさせた。まず第

一には、関税同盟の結成に伴う対外共通関税が

ドイツのこれまでの関税レベルよりも上昇する

ことによって、ドイツのとって重要な市場を失

うことになる、という懸念である。前稿でもみ

てきたように、ドイツの輸出地域は西欧が60％

以上を占めていたけれども、その輸出地域は

ECSC６ヶ国に集中していたわけではなかった。

北欧諸国、オーストリア、スイス、UKなどの諸

国向けに輸出はドイツ産業にとって、ECSC６ヶ

国向け輸出よりも重要であった。それゆえに、

ベイアン・プランによる関税同盟の結成は対外

共通関税がこれまでよりも高くなり、ドイツの

これら諸国向け輸出が困難に陥ることになるこ

とは明らかであった。第２には、ベイアン・プ

ランを巡って、賃金レベル・社会保障給付レベ

ルの優先的な調和の必要性を唱えるベルギーや

フランスの議論は自由主義的な経済政策をを追

求しているドイツ政府の方針とも合致しないも

のであり、ドイツ政府のベイアン・プランに対

する懸念を深めるものであった。最後は農業分

野に関する懸念である。ドイツの農業市場がオ

ランダとフランスの余剰農産物のはけ口となり、

ドイツの農業保護を弱化することになりかねな

い、というものであった。

ところが、これら懸念を埋め合わす経済的ア

ピールが現れた。関税同盟・共同市場計画はド

イツ輸出産業にとっては、西欧の保護主義的な

大国であるフランスとイタリアの市場アクセス

を容易にする機会となる、という経済的アピー

ルである。ドイツ輸出産業は1954年－57年の貿

易大ブームの際に、西欧諸国向けの輸出を急増

させたのであるが、西欧の大国経済であるフラ

ンスとイタリアの輸出市場シェアーは小国であ

るデンマーク、ノルウェーやスウェーデンのシ

ェアーと比較しても、それぞれ１％上回ってい

るにすぎなかったのである。今後のドイツの輸

出動向を考えてみるならば、今後の成長が限ら

れ、これまでのような輸出急増を達成すること

が難しくなる小国経済に依存するよりも、かな

りの成長が見込まれる大国経済、それも保護主

義的な大国経済の門戸開放を可能にするベイア

ン・プランに期待をかけることには大いなる意

味がある、と考えたのも当然のことであろう。１）

②ベイアン・プランとドイツの政治的利害

ドイツの対外政策目標の最優先課題はドイツ

の完全な主権回復であった。EDC条約がまさに

ドイツの最優先課題であるドイツの完全な主権

回復をもたらすものである、とドイツ政府は見

做していた。ところが、1952年初めのベイア

ン・プランの登場はドイツ外務省、とりわけ外

務省西欧局長、カール・フリードリッヒ・オフ

ィエールにとっては当初、EDC条約の実現を阻

む障害と見做されていたが、６ヶ国の合意をと

りつけEDC条約の実現を目指すためには、ベイ

アン・プランもまた検討の対象とせざるをえな

い、という立場をアデナウアー首相ともどもと

らざるをえなかったのである。さらにベイア

ン・プランの論議のなかで、共通政策の必要性

が提案された際には、反対の声が挙がったけれ

ども、外務省は一層の統合段階がドイツの完全

な主権回復にとって有利な超国家機関の創設に

もなるであろう、として反対の声を封じ込める

とともに、この流れのなかで、フランス・ルネ

ッサンスが実現することにもなれば、ドイツの

完全な主権回復はますます確実なものになるで

あろう、という判断を下してもいたのである。

ところが、経済省は外務省とは対照的に、ベ

イアン・プランに対して反対の声が挙がってい

た。エアハルト経済大臣はそのなかでももっと

も強くベイアン・プランに反対していた。エア

ハルトにしても外務省が述べるように、政治的

利害がまず最初に現れてくれることは承知して

－124－

１）Alan S.Milward, The European Rescue of the Nation-State, pp. 196-197.
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いたが、彼はまず第一に、このプランがドイツ

の輸出先地域の縮小につながりかねないこと、

第二に、ドイツ経済がフランスのインフレ的政

策という有害な影響を蒙ることになりかねない、

という２つの理由を揚げて、ベイアン・プラン

反対の声も挙げたのである。しかしながら、経

済省内部の見解が統一されていたか、というと

そうでもなかった。彼の側近といわれるアルフ

レッド・ミュラーアルマックとロルフ・ゴッシ

ェの２人の間にも、このプランに関しては対極

的な見解をとっていた。ゴッシャはエアハルト

と同様に、自由貿易と通貨の交換性のメリット

を訴えて、このプランに反対の意思表示を示し

た。一方アルマックの立場はなかなか入り組ん

だものであったが、このプランがより広範な欧

州国家連合の形成に障害にならないかぎり、こ

のプランを支持する、というものであった。さ

らに、経済省のECSC担当者であるハンズ・フォ

ン・デール・グロエバンとハンズ・フォン・ボ

ックはドイツの政治的地位にとって重要と見做

していたECSCの最高機関がより一層の統合段階

を進めないかぎり、崩壊の憂き目に合うであろ

う、という認識のもとで、エアハルトの見解を

翻すように努力していた大蔵大臣フリッツ・シ

ェーファーもエアハルトと同様に、関税同盟計

画よりもドイツマルクの交換性回復を優先して

いた。ただしシェーファーはエアハルトと違っ

て、６ヶ国による通貨政策のより一層の調整が

達成される必要がある、と認識していたので、

関税同盟計画に関してはベイアン・プランが述

べているような単なる関税引き下げと非関税障

壁の撤廃に限定すべきではなく、ベルギー政府

の見解でもある共通政策分野にも踏み込んだ国

際的ルールの構築に取り組む必要がある、と述

べた。この様に、閣僚間、並びに省庁間には見

解の相違があったが、1953年２月20日に、ベイ

アン・プランが閣議において取り上げられた。

そこでは次のような議論がなされた。運輸省と

マーシャルプラン省が支持した議論であるが、

EPCの経済権限がEDC条約に明記される必要が

ある、という議論である。アデナウアー首相は

この論議は関税同盟問題の引き延ばしである、

と捉えていたが、ドイツの当面の政治目標、す

なわちEDC条約問題とドイツの再軍備問題を早

急に解決するためには、上述の議論はどうして

も避けて通るわけにはいかない、という厄介な

問題でもあった。ところが、実際にはフランス

議会でのEDC条約批准審議の拒否にあって、

EDC条約は葬りさられることになったけれども、

イギリス外相イーデンの外交努力によって、西

欧同盟創設がEDC条約の代わりを果たすととも

に、ドイツの再軍備問題も解決されることにな

ったのである。この時同時にドイツの念願であっ

た主権回復も達成されることになった。

最後に、ベイアン・プランに対する産業界の

反応をみておくことにしたいが、それに先だっ

て、ＯEECの貿易自由化計画に関するドイツ産

業界の反応を整理しておくことにしよう。資本

財部門はイギリスが優位を有している農業機械

や小企業が乱立している繊維機械を除けば、概

ねＯEECの貿易自由化計画を支持していたが、

毛織物、セメント、自動車とアルミニュームな

どの産業部門は大市場の形成には反対していた。

ではベニアン・プランに対してはどのような反

応を示したのであろうか。産業界の大部分の反

応は６ヶ国関税同盟の結成が既存のドイツ・西

欧間の貿易ネットワークを阻害することがない

とするならば、必ずしも６ヶ国関税同盟の結成

に反対しない、という立場であった（指導的な

経営者連合、BDIも同じ立場であった）２）。

③メッシナ会議でのドイツの対応

アデナウアー首相はEDC失敗以後も、「西欧統

合がドイツの安全保障の基盤に違いないし、そ

れが結局ドイツ再統一の機会」をもたらす、と

欧州統合計画については変わらぬ姿勢を示しつ

づけていたが、現在提出されている諸提案、す

－125－

２）Ibid, pp. 197-201.
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なわち自由貿易地域案・欧州原子力エネルギー

共同体案、関税同盟案、の３つの提案のうち、

欧州原子力エネルギー共同体案がドイツの外交

目的にもっとも合致している、と当初捉えてい

た。というのもドイツは西欧同盟によって単独

での核兵器開発を禁じられていたので、欧州原

子力エネルギー共同体計画がドイツの民間用原

子力エネルギー開発計画を補完することになる

であろう、とアデナウーは考えたのである。

ところが、アデナウアーの考えは原子力エネ

ルギー大臣フランツ・ジョゼフ・シュトラウス、

さらには原子力エネルギー委員会の産業家たち

の強力な反対に遭遇した。シュトラウスは欧州

統合論者ではなく、もともと欧州統合計画に批

判的であったが、欧州原子力共同体計画に対し

ては超国家機関の核分裂物質のコントロールに

よってドイツの開発計画を制限することになる、

と捉えていた。また産業人、とりわけ工作機械

産業の産業家達は超国家機関のコントロールと

政府の地位に強く反対した。しかし、アデナウ

アーはモネの構想に影響されたこともあるが、

USからの核分裂物質の供給と技術援助が得られ

ることによって、ドイツもこの貢献にあずかる

ことができる、と考えていたのである。しかし

ながら、核分裂物質の供給問題は欧州経済共同

体計画の権限外として外されることになった。

事ここに至ると、アデナウアーとしてもベイア

ン・プランに欧州統合の行方を託さざるをえな

くなったのである。1955年５月22日、アデナウ

アーは経済省原材料局長ジョゼフ・ルフト（ア

デナウアーの腹心）や外相フォン・ブレンター

ノなどのブレーンを召集して、メッシナ会議へ

のドイツの対応策を練った。そこではベイア

ン・プランが現状ではドイツの対外政策利害に

もっとも適うものであり、しかもこの提案は会

議の大方の支持を得ているものであり、より一

層の統合を望むドイツの立場からしてもこの提

案に積極的に関与していくべきだ、ということ

が確認されたのである。

ところで、ベイアン・プランに懐疑的であっ

た経済省部内での反応はどうであったのであろ

うか。エアハルト経済大臣はドルと西欧通貨の

交換性がまずもって回復されるべきであり、こ

の交換性回復が関税同盟の他の諸国、とりわけ

フランスの物価水準を他のメンバー諸国の水準

にまでに引き下げることとなり、関税同盟を保

護主義的にしないであろう、と述べた。一方経

済省の他の人々は関税同盟の超国家機関が６ヶ

国の政策調和をもたらし、その結果としてフラ

ンスの物価水準も引き下げられることになるで

あろう、と述べた。このような経済省部内では、

関税同盟の形態とか、関税同盟の経済的成果に

関して見解の相違がみられたけれども、経済省

の見解は「関税同盟が貿易障壁削減の自動的・

恒久的協定でなければならないし、大戦間数年

の繰返し、あるいはＯEECでの貿易自由化の繰

返しであってはいけない」３）、という点で一致

していたのである。但し、この協定が政治的に

実行可能であるか、とりわけフランスがこの協

定を承認するのか、ということのみがドイツの

懸念でもあった。

（２）ベイアン・プランとフランス

①フランスの通商政策と対外ポジション

50年代、フランスの通商政策は対外ポジショ

ンに左右されてきた。関税同盟計画はそもそも

フランスの発案であったが、それも1950年の朝

鮮戦争勃発を境にして、フランスの対外ポジシ

ョンが急激に悪化するとともに、計画の大胆な

主唱者から無気力な主唱者に転落した。フラン

スの貿易収支は1940年代末の数年間、小幅な赤

字に留まっていて、貿易赤字は外貨準備の取り

崩し、マーシャル援助、そして、マーシャル援

助の削減後には資本流入によってカバーされて

きたが、1951年に入ると、経常収支は急激に悪

化することになった。ＯEECの貿易自由化計画

－126－

３）Ibid, pp. 201.
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の主導権はフランスからイギリスに移った。そ

の後もフランスの国際収支は改善されず、1953

年の貿易赤字は1950年のそれと比較して４倍に

拡大した（1953年末、フランスの西欧決済同盟

（EPU）での累積赤字ポジションは８億＄となっ

ていた）。だが、1954年になるとフランスはEPU

において黒字を記録しはじめ、フランスの債務

も金決済によって減少しはじめ、1954年、フラ

ンスは再びＯEECの貿易自由化計画に参加し、

関税引き下げの支持者に復帰した。

ところが、フランスは1954年の４月貿易自由

化計画の再開にあたって、輸入制限撤廃の対象

商品に関して、外国商品価格レベルとの格差是

正ということで対象商品全てに対して15％の輸

入課徴金を新たに課すとともに、輸入規制の範

囲も1952年－53年の貿易赤字幅の縮小のために

拡大されていたこともあって、この時点で、フ

ランスの保護主義的体制は1950年のときよりも

格段に強化されることになった。当然のことな

がら、フランスは他の諸国の批判の矢面に立た

されることになった。フランスは棚上げにされ

ていた近代化計画（第２次プラン）の推進のた

めに保護主義的政策をこれまでどおり推進する

か、それとも時まさに貿易ブームの到来のもと、

フランス商品の最大のはけ口であるドイツとの

貿易関係を強化するために貿易自由化を推進す

るか、のいずれかの道の選択を迫られていたの

である。このような状況下、フランス国内の論

争は次のようなものであった。保護主義がフラ

ンスの生産コストを他の諸国の生産コストより

も上昇させることになった、と論じる人々があ

る一方、他の人々はフランスフランの過大評価

がフランスの輸出を阻害している、と論じてい

た。論争はフランスの輸出に関する価格弾力性

がないことにある、という保護主義論者の見解

がでてくるに及んで脱線することになった。し

かしながら、国内論争の決着は1955年４月のベ

イアン・プランの再現、すなわち外圧によって

計られることになったのである。４）

②フランス発のユーラトムとメッシナ会議

ユーラトムもフランス発の提案であった。戦

後欧州のエネルギー問題は専らアメリカ炭依存

を巡って、ＯEECとECSCにおいて長らく議論さ

れてきたが、ＯEECは特に、フランス人エンジ

ニアー、ルイス・アーモンドにその問題の検討

を委ねた。アーモンドはアメリカ炭輸入、さら

には中東原油輸入のような外部世界の欧州のエ

ネルギー源を依存するのではなく、将来のエネ

ルギーとして嘱望されている原子力エネルギー

に依存すべきだ、と述べ、欧州協力による原子

力エネルギー製造計画の構想を打ち上げた。こ

の構想に直ちに飛びついたのはモネであった。

この構想がモネにとっては政治統合へのバネと

して映ったのであるが、1953年12月のアメリカ

大統領アイゼンハワーの「原子力平和利用計画」

演説もまたUSと欧州との架け橋を任じるモネに

とって、ECSCの場合と同様にこの構想の実現は

自らの肩にかかっている、という思いを抱かせ

ることにもなっていたのである。

しかしながら、ユーラトムはフランスが欧州

統合のリーダーシップを回復させるには余りに

も貧弱な提案であった。ユーラトムはその技術

的な要因もあって、民間に委ねるわけにはいか

ない産業分野であり、超国家的機関による公的

規制の必要性が強調されていたのであるが、超

国家機関の創設に関してはモネをはじめとする

連邦主義者を除けば、当時すでに大方の支持を

獲得するような状況下にはなかった。にもかか

わらず、モネは最高機関（ECSC）議長を辞任し

て、ユーラトムの議長の座を目指したが、彼の

願いは当然の如く叶えられることはなかった。

しかし、ユーラトム計画は政府内のゴーリスト

の支持を取りつけて、フランスの欧州統合戦略

として推進されることになった。1955年３月30

日、「国家防衛委員会は欧州原子力エネルギー機

関創設に必要な取り決めを確立するために、外

－127－

４）Ibid, pp. 201-204.
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務省に権限を賦与する」ことを決定した。外相

ピネはこの計画推進のために、ボンを訪問し、

ドイツの支持をとりつけた。ユーラトムは関税

同盟とともに、メッシナ会議の議題として正式

に取り上げられることになったが、フランスの

欧州統合戦略はこの時点では関税同盟案に対し

ては冷ややかな態度のままであった。

しかしながら、1956年１月の政権交代はフラ

ンスの欧州統合戦略に変更をもたらすことにな

った。前政権のフォールに代わって登場した新

政権のギ＝モレは関税税同盟－共同市場に好意

的な態度を示した。外相ピノは関税同盟－共同

市場を支持する政策に影響を及ぼそうとして、

ＯEECの初代事務総長ロバート・マルジョラン

を自らのプランニング・スタッフに参加させた。

マルジョランは戦時中、ロンドン及びアルジェ

リアの亡命臨時政府に務めていたし、かつては

モネ・プラン（ECSC）のもっとも強力な支持者

の一人であったが、ECSC協定は不完全な市場に

すぎない、と捉え、フランスのルネッサンス、

欧州での地位向上のためには、現状のような保

護主義的な立場を放棄して、フランスの製造業

全体を共同市場の競争場裡に晒さなければなら

ない、と考えていたし、モネの後継者として最

適任者である、と自負してもいた。マルジョラ

ンはメッシナ会議に臨むにあたって、ユーラト

ムや共通運輸共同体で予定されていた連邦機関

を押しつけるような企ても避けるべきである、

という立場をとっていた。だが、国内の産業界

や農業界のほとんどの人々は関税同盟計画には

強く反対していただけに、メッシナ会議でのフ

ランスの立場は苦しい状況におかれていたこも

事実であった。にもかかわらず、会議の大勢は

関税同盟支持に傾いていった。その後のスパー

ク委員会の論議においても、フランスの代替的

な統合戦略であるユーラトムと共通運輸共同体

は交渉相手国の利害を十分に満たすものでない、

ということが明らかになってきた。フランスの

立場はこの交渉を打ち切るか、それとも継続す

るか、のどちらかとなったが、結局後者の道を

選択することになったのである。それには政治

的要因も大きく働いた、といえる。欧州統合は

西欧の平和を確実にし、独仏連合はまさにその

ための要であった。５）

（３）ローマ条約への道～独仏交渉を中心として～

①政府間交渉の経過

スパーク委員会は1955年６月１日に発足し、

翌年４月21日に報告書提出に漕ぎつけたが、そ

の後の政府間交渉もフランスの執拗な抵抗もあ

って、スムーズに進捗したというわけではなか

った。1956年６月26日の政府間交渉はスパーク

外相の議長のもとで開始されたが、外相級レベ

ルでの交渉ではなかった。政府間交渉が本格化

するのは1956年７月11日のフランス国会での政

府方針の採決まで待たなければならず、実際に

はサマーバケーション明けの９月に入ってから

であった。フランスの政務次官フォールは９月

20日、交渉代表団団長にフランスの関税同盟・

共同市場参加にあたって①共同市場の第２段階

移行に際しては、第１段階の目標を完全に達成

したことが閣僚理事会の満場一致によって確認

される必要があること、②社会的コストの調和

が過渡期終了までに達成されるべきであること、

③輸出補助金・輸入課徴金制度の存続（但し国

際収支がプラスに転ずると廃止される）、④国際

収支困難に陥った場合には、保護措置の再導入

を認めること、⑤海外植民地地域の共同市場へ

の編入⑥現在アルジェリア危機に直面している

こともあって、条約履行が難しくなりかねない

ので、特例が認められるべきであること、の６条

件を示した。６）

－128－

５）Ibid, pp. 205-208.
６）H. J. Kusters, ‘The origin of the EEC treaty,’ in E. Serra ed., Il Rilancio dell’ Europa e i Trattati di Roma, 1989,

pp. 224-225.

第52号-06白石  04.2.3 15:38  ページ 128



これらフランスの要求は他の５ヶ国の代表者

にとっては到底受け入れがたい条件であった。

とりわけ、社会的コストの調和が関税同盟・共

同市場開始前の条件とすることには、ドイツ並

びにベネルックス諸国の代表者が難色を示した。

1956年10月21日－22日、パリでの政府間交渉

（６ヶ国の外相会議）はフランスの頑迷な交渉態

度もあって、なんらの合意もえられず散会する

ことになった。政府間交渉はデッドロックに乗

り上げ、交渉の長期化が予測された。しかしな

がら、ギ＝モレ政権は前政権とは異なり関税同

盟・共同市場の創設そのものには反対しておら

ず、フランス資本（独占資本）の弱さもあって、

無原則な競争原理に引き込まれることに対する

懸念、さらには国内の議会対策上からも先の６

条件提示を行ったのである。それゆえに、政府

間交渉の打開はフランスと他の５ヶ国、とりわ

けドイツとの妥協にかかっていたのである。

1956年11月６日、ギ＝モレ仏首相とアデナウ

アー独首相との会談が調度スエズ危機とソ連の

ハンガリー侵入の最中に開催されたこともあっ

て、これら国際事件が両首脳の見解を変えたと

いわれているが、実際には上でもみてきたよう

に、独仏間の妥協を計る会議であった。最大の

懸案事項であった社会的コストの調和に関して

は、フランスの意向にも配慮して、関税同盟・

共同市場の第２段階移行に際して、社会的コス

トの調和が十分でなければ、関税引き下げの延

期も認める、という妥協がなされた（但し、関

税同盟・共同市場の不可逆性の原則は維持する

が）。この会議で、最大の懸案事項に関して、独

仏間で妥協が成立したことの意義は大きかった。

この会議を境にして、条約起草に向けてのスピ

ードは加速されるとともに、フランスは他の重

要案件についても大幅な譲歩を獲得することが

できたのである。ローマ条約は1957年３月25日、

６ヶ国間で調印され、同年７月のフランス議会

でも賛成341票対反対235票で批准され、1958年

１月１日の発効、となったのである７）。以上、

簡単に新条約を巡る政府間交渉をみてきたので

あるが、次に政府間交渉の懸案事項－社会的コ

ストの調和問題、超国家性の問題、フランス帝

国と関税同盟・共同市場との関係、農業問題－

に関して、いかなる妥協が計られてきたのか、

ミルワードの論述に沿って個別にみておこう。

②社会的コストの調和問題

フランスは社会的コストの調和問題に関して

は、すでに1954年12月のＯEECの「フランスと

西欧との製造コストの比較」を調査する閣僚間

委員会において、他の西欧諸国との社会的コス

トの格差是正を要求していた。フランスは自動

車産業を例にあげて、次のような不満を述べた。

①フランスの労働日数（週あたり）は40時間に

すぎなかったのに、ドイツ・ベルギーの労働日

数は48時間と多く、実際の労働日数が３ヶ国と

もほぼ同じであっただけに、高い超過勤務手当

を負っているフランスにとっては競争上不利な

立場に立たされているが故に、他の諸国の労働

日数・超過勤務手当もフランスの水準に合わす

べきだ、と要求した。②フランスは原則的に男

女同一賃金であったのに対して、他の諸国は男

性賃金の60％－65％にすぎず、この点に関して

も他の諸国に対して男女同一賃金を要求した。

③有給休暇日数に関してもフランスの同一日数

を他の諸国に要求した。④フランスは事業主の

社会保険料負担が他の諸国の事業主より重い、

と不満を述べたが、この点に関してはフランス

が主張するほどにはそれ程明白でなかった。な

るほどドイツの事業主の社会保険料負担は1954

年当時低額であったけれども、1955年の年金法

成立に伴い、ドイツ事業主の社会保険料負担も

増額傾向となり、フランスとの格差も埋まりつ

つあったのである。ところで、フランスと他の

諸国間の社会的コスト規定の相違が製造コスト

に及ぼす影響はそれほどのものではなかったと

いうのが実際のところであった。ドイツ産業に

－129－

７）Alan S. Milward, op. cit., pp. 209-220.
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しても、フランスの要求に応じるにはそれ程痛

痒とも感じなかった、というのが現実であった。

それよりもむしろフランスに対するドイツの譲

歩がドイツ国内の労働組合の条約反対運動を引

き起こすことに懸念を抱いていたのである。と

いうのも社会的コストの調和がドイツの労使間

の集団交渉の自由原則を脅かすことになりかね

ないからである。それはともかく、1956年１月

のフランス総選挙の結果、ギ＝モレ社会党政権

が成立し、政府は前政権とは違って、関税同

盟・共同市場参加の方針を固めていたけれども、

そのための参加条件として社会的コストの調和

問題がまずもって解決されるべきである、という

方針で政府間交渉に望むことになったのである。

フランス政府は1956年５月29日－30日、６ヶ

国外相会議（ベニス）においてスパーク委員会

の関税同盟・共同市場提案に関する政府間交渉

を受け入れる一方、社会的コストの調和が達成

されていない場合にはフランスのエスケープが

認められることを要求した。この要求は他の５

ヶ国には受け入れがたいものではあったが、フ

ランス国内の反対勢力をなだめるためにも、ま

た、この要求変更のための猶予期間を与えるた

めにも外相会議では継続審議として一応の妥協

が成立した。

しかしながら、フランス政府の方針は変わら

ず、1956年10月21日－22日の政府間交渉に先だ

って、社会的コストの調和問題に関して３条件

を提案した。すなわち①男女同一賃金に関して、

他の諸国が新条約調印の２年以内に斟酌するこ

と、②有給休暇・労働時間・超過勤務手当に関

して、関税同盟第１段階終了前までに、調和の

ための方策がとられ、このことが充たされない

場合には、フランスの第２段階移行のエスケー

プが認められるべきこと、③もし順調に関税同

盟スケジュールが進捗していく場合には６ヶ国

間の賃金の均等化が計られるべきこと、の３条

件である。ところで、これら社会的コストの調

和問題の内、有給休暇問題に関しては、研究調

査がすでに実施されていてこの問題に関するか

ぎりは６ヶ国の取り決めにそれ程の違いがない

ことが交渉担当者にすでに示されていた。また、

男女同一賃金・超過勤務手当に関しても、他の

５ヶ国もフランスに譲歩する動きを示すように

なっていた。ところが、政府間交渉はこの会議

に強行出席したドイツのエアハルト経済相の横

槍もあって、デッドロックに乗り上げることに

なったのである。エアハルトの反対理由は福祉

水準引き上げの国際化、とりわけフランスの賃

金上昇がドイツにも跳ね返り、ドイツの賃金上

昇を引き起こすだけでなく、ドイツの労働組合

が条約の規定を逆手にとって、賃金引き上げ交

渉に利用しかねないという懸念に基づいていた

のである。エアハルトの信念はフランスとドイ

ツとの緊密な政治的関係の構築がかえって、ド

イツ経済の国際競争力を損ねることになる、と

いうものであった。この点では、エアハルト経

済大臣は福祉国家到来の時代を迎える政治家と

しては時代遅れの政治家であった、といえる。

それはともかく、デッドロックに乗り上げた政

府間交渉は11月６日のアデナウアー独首相とモ

レ仏首相間の会議で打開の道がはかられること

になった。

11月６日、ハンガリー動乱・スエズ危機の最

中、アデナウアー・モレ会談が行われた。両首

脳はこのような世界的出来事と比較するならば、

社会的コストの調和問題は些細な問題にすぎず、

この問題について両国間で速やかに合意するこ

とが望ましい、ということで一致していた。ド

イツは関税同盟の第１段階から第２段階への移

行に際して、フランスの要求している社会的コ

ストの調和－具体的には、超過勤務時間・超過

勤務手当の調和－が達成されていない場合には、

フランスの関税引き下げの延期を認めた。さら

に、ドイツはフランスの輸入課徴金・輸出補助

金撤廃に関するタイムリミット要求を取り下げ

た。これに対して、フランスは輸入課徴金・輸

出補助金撤廃に関する定期協議に応じ、これら

－130－
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撤廃の義務があることを明確にした（撤廃決定

の権限がどこにあるかについては明確ではなか

ったが）。それはともかく、フランスの要求する

社会的コストの調和は両首脳会談の合意に沿う

形で、条約原文にも明記されることになったの

である（ローマ条約第117条～第122条）８）。ロ

ーマ条約はこの点で、戦後達成されてきた社会

福祉水準の維持・発展を計る通商的枠組みの構

築を目指すことにあった、ということができる。

その結果として、EEC６ヶ国は60年代、先進的

福祉国家の道を歩むことができたのであるから、

社会的コストの調和論議の意義は大きかった、

といえるであろう。９）

③共同体諸機関の権限問題

連邦主義者ハルシュタイン（後のEEC委員会

の初代委員長就任）や小国オランダは共同体諸

機関の超国家性を望んでいた。ハルシュタイン

はスパーク委員会の開会式で共同体諸機関の超

国家性の必要性を述べたが、自国ドイツ国内の

反対もあって自らの見解を取り下げざるをえな

かった。オランダも閣僚理事会が委員会のイニ

シアチブに従って行動すること、そして、第３

国との農産物輸出政策・貿易政策・カルテル政

策・競争政策の権限に関しては、委員会に属す

ることを求めていたが、如何せん小国の立場ゆ

えにドイツとフランスの合意の前には自らの見

解を取り下げざるをえなかった。従って、共同

体諸機関の超国家性は薄められ、国民国家より

の意思決定機関とならざるをえなかったのであ

る。共同体諸機関の権限問題がこのような形で

決着すると、後は関税同盟・共同市場の不可逆

性をいかに確保するか、の問題に移ることにな

った。ここで問題になるのが閣僚理事会での採

決の仕方・方式である。

フランスは関税同盟の第１段階から第２段階

への移行に際しては、閣僚理事会での全会一致

方式をとるべきである、という立場であったが、

これでは延々と第１段階が続き過度期の長期化

は避けがたく、他の５ヶ国としては受け入れが

たいものであった。結局、フランスも他の５ヶ

国の主張を受け入れる形で、次のような妥協が

成立した。第２段階移行の認定は「第１段階第

４年目の終わりに、委員会の報告に基づき、理

事会の全会一致の決定により行われる」が、「全

会一致の決定がない場合には、第１段階は自動

的に１年間延長され」、「第５年目の終わりに、

同一の条件に従って、認定を行う」。それでも

「全会一致の決定がない場合には、第１段階は、

自動的に１年間延長される」だが、第６年目の

終わりは全会一致による認定ではなく、特定多

数決による認定によって決定する。特定多数決

の結果、認定がえられなかった場合にも、認定

がえられた場合にも、最終的には仲裁機関の裁

定にいずれの構成国も服さざるをえない、とい

うことになったのである（ローマ条約第８条）10）。

④フランス帝国と共同市場との関係

フランスの政治的帝国主義は50年代に入ると、

行き詰まりの状態にあることは明らかとなり、

フランスの安全保障政策転換の必要性は誰の目

にも明らかであった。関税同盟・共同市場の政

府間交渉はまさにフランス政府にその機会を与

えた。フランスは1956年５月29日－30日、ベニ

スでの６ヶ国外相会議において、フランス本土

と海外領土・植民地の財の同一条件化を求める

と同時に、他の５ヶ国もフランス帝国の利害に

も配慮を払うべきだ、ということで合意した11）。

この問題は1956年11月６日のアデナウアー・

モレ会談で、ドイツがフランスの要求を受け入

れ、フランスは同年11月16日に、フランス・ベ

ルギーの共同提案という形で政府間交渉の議題

－131－

８）EC, Treaties estblishing the European Communities, pp. 271-273, 1976.
９）Alan S. Milward, op. cit., pp. 212-216.
10）Ibid, pp. 217-218. EC, op. cit., pp. 181-183.
11）Alan S. Milward, op. cit., pp. 218-220. フランス帝国と共同市場の関係についてはR.Girault, ‘La France entre l’

Europe et l'Afrique', in E. Serra ed., op. cit., pp. 351-392を参照のこと。
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に乗せ、この提案は1957年１月26日－28日、オ

ランダの反対があったけれども、その他の諸国

の賛成により最終的に決着し、その後の発展途

上諸国と共同体間の貿易関係を形成するヤウン

デ協定とロメ協定、へとつながっていったので

ある12）。

⑤農業問題

ミルワードは農業問題については事例研究Ⅲ

として取り扱うこともあって、ここでは若干の

指摘に留めているので、われわれもその要点だ

けを述べることにしよう。農業部門が共通農業

政策のテーマであることについては政府間交渉

でも合意されていたが、農業保護問題並びに余

剰農産物問題については、条約調印前には全く

解決されず、1957年１月末になってその解決方

法の合意がみられたにすぎず、条約原文でも曖

昧のままにされ、実質的討議は関税同盟・共同

市場発足以後の農相会議に委ねられた。そこで、

他の５ヶ国はとりあえず暫定措置として、関税

同盟・共同市場発足の４年－５年間、フランス

の余剰農産物輸出に対する優遇措置－他の５ヶ

国への余剰農産物輸出に対する高価格の長期購

入契約－を与えることにしたのである。これに

より、フランスのローマ条約調印の環境は整う

こととなり、1957年３月25日のローマ条約・ユ

ーラトム条約調印、同年７月の国会での批准に

漕ぎつけたのである。

以上のように、フランスは新条約の政府間交

渉において、概ね自らの主張を盛り込むことに

成功した。アデナウアー首相が述べているが如

く、「欧州はフランス抜きには組織化することが

できないし、フランス参加のために、途方と思

われる犠牲を支払う必要がある。軍人が述べる

ように、フランスは地政学上の有利なポジショ

ンを占めている」13）と。しかしながら、独仏主

導の政府間交渉はローマ条約成立に一役かった

小国オランダにとっては、多大の犠牲を伴うも

のであった。ローマ条約はオランダにとって、

自国の国益に適う通商的枠組みの構築ではあっ

たが、ユーラトム条約に伴う財政拠出金の高額

負担や域外諸国に対する関税上昇とオランダの

目論見以上の犠牲を払うことになったのである。

それはともかく、ローマ条約の成立が欧州史の

ターニングポイントとなった、ということはミ

ルワードの言をまたずとも周知のところであり、

共同体が60年代、先進的な福祉国家体制として

発展していくことになったのである。

＜補論：ミルワードの「欧州統合論」再論＞

ミルワードは「国民国家のヨーロッパ的救済」

という作業仮説によって、欧州統合論を展開し

てきたわけであるが、この作業仮説は1993年11

月１日発効の「欧州連合条約」（マーストリヒト

条約）にも適用可能なのであろうか。この点に

関して、ミルワードはこの作業仮説が依然とし

て有効である、と自信をもって述べているので

ある。われわれもこの点に関して、ミルワード

の見解をフォローすることにしたいが、それに

先だってこれまでの欧州統合の歩みを簡単に振

り返っておこう。

欧州統合プロセスは戦後世界経済のグローバ

リゼーションの進展とともにその歩みを開始し

た、といえる。ECSCは戦後世界経済復帰の基盤

を形成するとともに、原加盟国６ヶ国間の貿易

がドイツ（当時は西ドイツ）を核とする形で発

展し、その後のEEC設立に向かっていった。

EEC設立はIMF・GATT体制のもとでのグロー

－132－

12）EUの通商政策は特恵のピラミッドからハブ・アンド・スポーク、へと大きく転換した。この点に関してはJ.Pelk-
mans, European Integration, 1997, Longman. pp. 206-228. P. A. Brenton, ‘The changing nature and determinants
of EU trade policies’, in T. L. Brewer, P. A. Brenton and G. Boyd ed., Globalizing Europe, 2002, Edward Elgar, pp.
205-241, 前田啓一著、『ＥＵの開発援助政策』、2000年、お茶の水書房。鈴井清巳、「ＥＵの対発展途上国通商政策の転
換」、『世界経済評論』2002年10月号、18－28を参照のこと。

13）A.S.Milward, op. cit., p.223.
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バリゼーションへの対応でもあった。ところで、

戦後西欧経済の再建はマーシャル援助の受け入

れ機関であるＯEECの貿易自由化計画のもとで、

IMF・GATT体制への編入が図られていたが、

英仏主導の欧州統合過程は頓挫し、それに代わ

って独仏主導の統合過程が登場することになっ

たのである。アメリカ政府も自国の世界戦略の

観点から独仏主導の統合過程に大いに期待をか

けることになったのである。

EECの発展はUSの国際競争力の低下をまね

き、ケネディ・ラウンドにみられるように、

EEC・US間の貿易交渉は対立の度合いを強める

ことになったが、冷戦体制下にあったこともあ

って、その後も対立の度合いを強めながらも協

調体制は維持された。また、EECの発展は当初

EEC設立に参加しなかったUKなどの諸国の加盟

も促すことになった。実際にはフランスの反対

もあって、UKなどの諸国の加盟は直ちに認めら

れる、ということにはならなかったが、その後

のEEC拡大の道を拓くことになった（1973年、

第１次拡大：イギリス・アイルランド・デンマ

ーク、1980年、第２次拡大：ギリシャ、1986年

第３次拡大：スペイン、ポルトガル）。EECは

1968年には関税同盟を期限前に完成し、さらに

農業共同市場も同年８月に発足するなど順調な

発展を辿った、といえるであろう。

しかしながら、70年代に入ると、その歩みは

一頓挫を来すことになった。1973年秋の第１次

石油ショックを契機とする1974年－75年世界恐

慌の勃発はEECの経済成長に寄与してきた大量

生産方式（フォード・システム）の行き詰まり

を顕在化させることになった。これまで順調に

進んできた欧州統合プロセスも80年代前半まで

長期停滞に陥ることになった。EEC諸国はこの

間、為替相場の乱高下に翻弄され、為替相場安

定化に苦慮することになった。EECは1971年３

月22日経済通貨同盟（EMU）の段階的実施計画

を採択したが、実施不能に陥り、この計画を断

念し、1972年４月24日、加盟国間の為替相場変

動幅±2.25％（「トンネルの中のヘビ」）とする計

画を実施するも、変動相場制下、この計画も実

施不能となり、1973年３月19日、対ドル共同フ

ロート（「トンネルを出たヘビ」）計画に移行す

るが、結局この計画も失敗に終わり、現在の通

貨同盟の基盤を築くことになった欧州通貨制度

（EMS）が1978年12月５日に創設され、1979年３

月13日に活動を開始することになった。また、

この停滞期、EECは先端産業分野において、日

米に大きく遅れをとるとともに、アジアの新興

諸国にもその地位を驚かされるまでになった。

そこで、EECは80年代後半に入ると、欧州独占

資本の再生・強化を図るための計画を始動させ

ることになった。EC委員会委員長に就任したド

ロールは1981年に着手されていた非公式パネル

である委員会と欧州産業人による円卓会議の報

告書「90年代欧州のための行動アジェンダ」、と、

1985年「域内市場完成白書」に基づいて欧州独

占資本の再生・強化と新たな欧州社会モデル構

築を図るために強力なリーダーシップを発揮し

たのである。ドロールは市場統合から通貨統合

への道筋をつけただけでなく、冷戦体制崩壊後

の中東欧諸国の拡大をも視野にいれたビジョン

を示した。欧州統合プロセスは完全に復活し、

1987年７月１日「単一欧州議定書」発効、1989

年４月12日「経済通貨同盟に関する報告書」

（「ドロール報告書」）発表、同年６月マドリード

首脳会議での同報告書採択により、単一市場・

単一通貨創設に向けての動きが開始することに

なったのである。

90年代に入ると、世界は冷戦体制の崩壊に伴

って、政治的にも経済的にも大きな地殻変動に

見舞われることになった。このことは欧州の

「統合の深化と拡大」を促進する要因ともなった。

まず第一に、これまで中立政策をとっていた北

欧諸国のEC加盟を促すことになった。第４次拡

大（フィンランド・オーストラリア・スウェー

デン：1995年）である。さらに、市場経済移行

諸国である中東欧諸国の加盟問題が近々の課題

－133－
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として登場してきたことである。このことは早

急な「統合の深化」を促すことになった。実際、

域内市場統合は1993年１月１日に発足し、通貨

統合計画もすでに1990年７月１日に第１段階が

開始していたが、1992年２月７日の欧州連合条

約（マーストリヒト条約）において、単一通貨

参加の４条件が定められ、通貨同盟に向けて本

格始動することになったのである。一時、1992

年夏の欧州通貨危機の勃発によってこの計画の

実現も危ぶまれたが、この危機がかえって単一

通貨導入の必要性を高める結果となって、1994

年４月１日には第２段階が開始し、通貨統合計

画を加速させることになった。加盟各国は単一

通貨導入の４条件を充たすために、各国とも構

造改革に邁進していったのである（但し、オプ

ト・アウトを認められていたUKとデンマークを

除く）。その結果、1998年５月、ブリュッセル特

別欧州理事会のユーロ参加11ヶ国決定、1999年

１月１日、第３段階開始、2002年１月１日、ユ

ーロ現金流通、となった（2002年１月１日、ギ

リシャのユーロ参加によるユーロ圏12ヶ国とな

る）。このように「統合の深化」に道筋をつけた

EUは次いで「統合の拡大」にも取り組むことに

なった。1998年３月31日、第１陣の加盟交渉が

ポーランド・チェコ・ハンガリー・スロベニ

ア・エストニア・キプロスの６ヶ国と、2000年

２月15日、第２陣の加盟交渉がルーマニア・ス

ロバキア・ラトヴィア・リトアニア・ブルガリ

ア・マルタの６ヶ国と開始されるとともに、

2001年２月26日、統合拡大に伴う機構改革（特

定多数決の適用範囲の拡大、多数決の票配分、

欧州委員会委員数の見直し、欧州議会の議席配

分）と先行統合を定めたニース条約にも調印し

た（2001年９月のアイルランド国民投票によっ

て批准拒否にあったニース条約も翌年11月の再

度の国民投票承認によって発効した）。2002年11

月には欧州委員会は加盟拡大に関する報告書を

提出しその後の首脳会議において、中東欧・バ

ルト諸国などの10ヶ国の新規加盟が承認された。

以上のように、欧州統合プロセスは1994年単

一市場発足、1999年ユーロ導入決定、次いで

2002年現金通貨ユーロ流通、と80年代後半以降

追求してきた経済統合計画を実現してきた。さ

らに、統合の拡大は2004年には、これまでの15

ヶ国体制から25ヶ国体制へ、と大きく前進する

ことになっている。こうした進展は統合の次元

を新たな高みに引き上げ、2002年２月の「EU憲

法制定に向けての討論大会」の開始、そして、

2003年５月の「EU憲法草案」14）発表、と現在新

たな展開を示している。ところで、ドロール統

合戦略のもう一つの柱であった新欧州社会モデ

ルの構築の進展はどうであったのか。この点に

ついて若干フォローしておこう。単一欧州議定

書では専ら欧州独占資本の再生・復活に主眼が

置かれていたこともあって、社会政策分野にお

いてはみるべきものがなかったが、ドロールは

社会政策分野の進展を図るために、積極的な活

動を展開した。とりわけ、社会政策分野の欧州

化に反対しているサッチャー政権下のイギリス

労働組合の大会などにも出席して、社会政策の

欧州化の必要性を訴えた。15）それにもかかわら

ず、サッチャー政権は新自由主義の立場を堅持

して、マーストリヒト条約の調印に際しても、

ユーロ参加に関するオプトアウトを認めさせる

だけでなく、法的拘束のない付属議定書「労働

者の基本的社会権」（「社会憲章」）調印も拒み、

大陸欧州との溝を深めることになったのである。

この点に関して、ミルワードは通商利害以外に

－134－

14）V. Giscard D’Estaing (chairman of the european convention), ROME DECLARATION, Rome, 18 July 2003,
http://europeanconvention.eu.int/.

15）V. Bornschier and P. Ziltener, ‘The revitalization of Western Europe and the politics of ‘social dimension’’, in
T. P. Boje, B. Steenbergen’ and S. Walby, European Societies ～Fusion or Fission?～, Routledge, 1999, pp. 34-52. V.
Bornschier, ‘The Rise of the European Community’, in M. Haller and R. Richter, Toward A European Nation?,
ME. Sarpe, 1994, pp. 55-82. P. Zilterner, ‘EC social policy : the defeat of the Delorist project’, in V. Bornschier ed.,
State-building in Europe, 2000, Cambridge University Press, 152-183.
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関心を示さないサッチャー政権の姿勢を厳しく

批判したが、その後、UKはブレア労働党政権の

もとで、「社会憲章」に調印し、欧州大陸との連

帯に努めてきている。それはともかく、EUの社

会的分野での進展は経済統合の目覚ましい進展

と比較すると、遅々たる歩みだといわざるをえ

ないであろう。このような遅々たる歩みは当初

のUKの調印拒絶という事情もあったが、それに

もまして、資本と労働との力関係によって規定

されていることにも留意する必要があろう。15）

それにもかかわらず、われわれはEUが新たな欧

州社会モデルの構築を開始したことに大いなる

意義を認めるべきであろう。この点で、ドロー

ルの貢献は忘れるべきでない。ドロールは1985

年EC委員会院長就任直後、欧州議会においてケ

イジアン社会モデルの行き詰まりを打開し、欧

州福祉国家の伝統を守り発展させる「社会的ヨ

ーロッパ」＝「市民のヨーロッパ」の建設に邁

進する決意を表明したのである。福島の言葉を

かりれば、ドロールは「福祉を重視する経済大

国づくりの戦略」17）を打ち出した、ということ

であろう。EUはUS型資本主義＝市場原理主義

とは一線を画する「経済的ヨーロッパ」と「社

会的ヨーロッパ」の調和的発展を目指すヨーロ

ッパ型資本主義の道を選択したのである。現在、

ヨーロッパ型資本主義はUS型資本主義が批判の

矢面に立たされているだけに、21世紀の資本主

義のあり方を示すものとして高い評価を受けて

いる。但し、「社会的ヨーロッパ」の建設と「経

済的ヨーロッパ」の建設とは二律背反の関係に

あることには留意しておかなければならない。

以上、欧州統合プロセスの進展について見てき

たので、補論のテーマに戻ることにしよう。

マーストリヒト条約は80年代後半の欧州統合

再開の結実として、また、その後の欧州統合発

展の起点として位置づけられるが、ミルワード

によれば、マーストリヒト条約も過去の統合運

動において必要とされてきた政治的条件を兼ね

備えていた、として次のように述べている。「通

貨同盟に関する政府間交渉はソ連邦がドイツ民

主共和国から完全に手を引くということがなけ

れば、おそらく1991年12月のマーストリヒト交

渉に至るということはなかったであろう。欧州

通貨同盟は政治的合意の基盤としては色褪せて

はいたが、フランスにとってはドイツがこれま

でどおり統合主義的枠組みに留まる保障として

の意味合いをもつことになったのである。通貨

同盟条約に求める1990年12月のストラスブルグ

欧州理事会に導いたのはベルリンの壁崩壊であ

った。その時にはすでに、フランスはドイツの

西側へのコミットメント、並びに、ドイツの西

側によるコントロール、のリニューアルとして

通貨同盟を見做すようになっていた」18）。「この

ことは従来あらゆる統合行動から判断して必要

とされてきたもっとも重要な政治的条件を思い

出される。共同体創設のあらゆる段階は成功す

るためには、必ず２つの緊張の交差でなければ

ならない。国内政策の前進はドイツが全く問題

なく枠組みに封じ込まれるという保障と結合し

なければならない。両者の目的が同時に達成さ

れた時にだけ、諸国は進んで国家主権の構成要

素を放棄した」19）。ここでもまた、ミルワード

はこれまでの欧州統合セス進展の要になってい

ることを確認しているのである。次いで、ミル

ワードは自らの作業仮説「国民国家のヨーロッ

パ的救済」がローマ条約の大幅な改定となった

マーリヒト条約にも適用可能だ、ということを

改めて確認している。この点について最後に触

れておこう。

マーストリヒト条約（「欧州連合条約」）は通

－135－

16）欧州経済統合の階級的分析に関しては G. Carchedi, For Another Europe: A Class Analysis of European Economic
Intergration, VERSO, 2001 を参照のこと。

17）福島清彦著、『ヨーロッパ型資本主義』、講談社現代新書、2002年。
18）A. S. Milward, op. cit., pp. 432-433.
19）A. S. Milward and V. Sørensen, ‘Interdependence or integration?’in A. S. Milward et al., The Frontier of

National Sovereignty, pp. 29-32.
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貨同盟・単一通貨実現のための期限設定、共通

の出入国管理、共通防衛外交政策、今後の連合

拡大、と新たな課題を担う野心的な計画であっ

た。しかしながら、マーストリヒト条約は通貨

同盟分野においては経済的連邦主義ともいえる

統合的枠組みが選択されていたのに対して、共

通外交・安全保障政策分野と共通出入国管理の

分野においては各国間の緊密な強力に基づく相

互依存的枠組みが選択された、というように連

邦的理想とは程遠い非対称的な条約であった。

それゆえに通貨同盟分野は司法裁判所、委員会、

欧州議会の影響を受けるが、共通外交・安全保

障政策と共通出入国管理の両分野はこれら機関

の影響を受けない、ということになっている。

マーストリヒト条約もこれまでの条約と同様に、

統合的枠組みの政策分野と相互依存的枠組みの

政策分野との混合であるが、どちらの枠組みが

選択されるかどうかは結局、加盟各国の国内政

策動向に依存しているのである。それゆえに、

統合的枠組みが通貨同盟分野において選択され

たのも、統一ドイツの経済的ウェートの高まり

が欧州のこれまでのバランスを突き崩し、加盟

各国の国内政策遂行に困難をもたらすことにな

るという他の加盟諸国の懸念こそが統合的枠組

みの選択に至らしめたのである。それに対して、

他の政策分野においては加盟国間のコンセンサ

スをえることが難しいだけに、加盟諸国が共通

目標を追求し、緊密に協力する相互依存的枠組

みに留めた、というのが現実であろう。以上の

ように、ミルワードはマーストリヒト条約の非

対称性について整理しているのであるが、この

非対称性の現れこそが自らの作業仮説「国民国

家のヨーロッパ的救済」の正当性を立証するも

のである、と自信をもって述べているのである。

－136－
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