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ヨーロッパで台頭するラディカル左翼勢力
The Rise of the Radical Left in Europe
二宮

元

はじめに―2017 年選挙イヤーから見えるヨーロッパ政治の変動
ヨーロッパでは、2017 年は選挙イヤーであった。3 月のオランダ議会選挙を
皮切りに、4 ～ 5 月にはフランス大統領選挙、6 月にはイギリス議会選挙、フ
ランス国民議会選挙と立て続けに各国の重要選挙が実施され、9 月にはノル
ウェー議会選挙、ドイツ連邦議会選挙、10 月にはオーストリア議会選挙が行
われた。これらの選挙をとおしてあらためて明らかになったのは、ヨーロッパ
各国で従来の政党政治のあり方を大きく変えるような政治的変動が生じている
ということである。
具体的に言えば、2017 年に行われた各国選挙の結果からは、三つの変化を
読み取ることができる。第一に、戦後のヨーロッパ政治の骨組みであった保守
政党と社会民主主義政党からなる二大政党制が崩壊し、政党政治の多党化と多
極化が生じていることである。とりわけ、これは社会民主主義政党の深刻な衰
退と危機となってあらわれている。そして、その裏返しであるが、第二に、排
外主義的な主張を掲げる極右政党が支持を拡大し、第三の変化として、反緊縮
（＝反新自由主義）を明確に打ち出したラディカルな左翼勢力1が台頭している
ことである。
1

本論文では、March 2012 にしたがって、ラディカル左翼を、新自由主義的資本主義と

それを支える構造（資本主義国家・新自由主義的グローバリゼーション）にたいして社
会民主主義よりも明確で強い批判的姿勢を打ち出す政治勢力としてとらえる。なお、従
来の研究ではラディカル左翼政党（Radical Left Parties）という呼称が使われることが多
いが、今日のラディカル左翼は、さまざまな政党からなる選挙連合のかたちをとること
もあるため、本論文ではラディカル左翼勢力と呼ぶことにする。
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これら三つの変化が最もはっきりしたかたちであらわれたのはフランスであ
ろう。二回投票制で行われるフランス大統領選挙は、2002 年を除いて近年では、
保守政党2と社会党の二大政党の候補が第一回投票で 1、2 位を占め、二回目の
決戦投票に進むのが通例であった。ところが、2017 年選挙では、二大政党の
候補のどちらも二回目の投票に残ることができなかったのである。とりわけ深
刻なのが社会党にたいする支持の低下であり、社会党が擁立したアモンは第一
回投票でわずか 6.4％の得票にとどまった。二大政党への支持が減退するなか
で、最も支持を集めたのはもちろん大統領に選出されたマクロンであったが、
注目すべきは、第一回投票で排外主義的な主張を掲げる「国民戦線」のマリー
ヌ・ルペンが 21.3％の得票をえて 2 位につけ、さらには反緊縮を訴えたラディ
カル左翼のメランションが 19.6％の票を獲得して上位に肉薄したことである。
二大政党の枠組みが比較的に堅固だと言われてきたドイツでも、キリスト教
民主・社会同盟（CDU/CSU）と社会民主党は、それぞれ 32.9％（前回から 8.6％
減）と 20.5％（同 5.2％減）の得票にとどまった。かわって躍進したのが「ド
イツのための選択肢（AfD）」と「左翼党」である。AfD はもともとはドイツ
の EU からの離脱を求めて結成された政党であるが、難民危機のなかで排外主
義的傾向を強めてきている。他方、左翼党は、シュレーダー政権のもとで新自
由主義化した社会民主党に対抗して結成された反新自由主義政党である。これ
らの政党が台頭したことで、ドイツでもこれまでにない多党化状況が生まれて
いる。
以上のような傾向とは、一見すると逆の結果となったのがイギリスである。
イギリスでは、長らくの間二大政党にたいする支持率が低下し、多党化する状
況がみられたが、2017 年選挙では保守党 42.4％、労働党 41％とむしろ支持率
2 ここでは、ド・ゴール主義の保守政党である「共和国連合 (RPR)」と、その RPR
が中核となって 2002 年に結成された「国民運動連合（UMP）」をさしている。UMP は
2015 年に「共和党」に名称を変更している。
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を回復したからである。特に労働党は、前回 2015 年選挙と比べて 9.5％も得
票を増やしている。しかしながら、これをもって単純にイギリスで従来型の二
大政党制が復活しているとは言えない。というのも、労働党が、2015 年に党
首に選出されたコービンのもと反緊縮の姿勢を明確に打ち出すようになってお
り、むしろラディカル左翼勢力に近い政党へと変化したからである。その意味
では、労働党の支持率回復は、ラディカル左翼勢力の台頭の一環としてとらえ
ることができる。
本論文では、以上のような近年のヨーロッパ政治の変動のなかで台頭してい
る反緊縮のラディカル左翼勢力に焦点を当てて、ラディカル左翼勢力が支持を
伸ばしているのはなぜなのか、またどのような政治的特徴をもっているのかを
考察する。以下では、まず第一節で、ラディカル左翼勢力の台頭をもたらした
要因として社会民主主義政党の衰退に注目し、2008 年の金融危機以降の新自
由主義政治の行きづまりのなかで社会民主主義政党の歴史的な凋落が生じたこ
とを明らかにする。続いて第二節では、今日のラディカル左翼勢力が対抗運動
（特に新自由主義化に対抗する運動）の歴史のなかでどのような歴史的な位置
と特徴をもつものなのかを考察する。最後に、ヨーロッパ統合をめぐってラディ
カル左翼勢力内部で生じている分岐と対立について簡単に検討することで、ラ
ディカル左翼勢力が抱える課題について論じることにしたい。

１、ラディカル左翼勢力台頭の歴史的背景―社会民主主義政党はな
ぜ没落しているのか

冒頭でも示唆したように、ラディカル左翼勢力の政治的な台頭をもたらして
いる最大の要因は、社会民主主義政党への支持の減退である。従来、ラディカ
ル左翼政党研究では、社会民主主義政党の右傾化によって政治的代表関係に「空
白」が生じ、ラディカル左翼勢力はその空白を埋めることで支持を拡大すると
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考えられてきた（Chiocchetti 2017）。つまり、社会民主主義政党が新自由主義
的路線を受け入れるようになるにつれ、労働者階級や福祉国家支持層のあいだ
で社会民主主義政党からラディカル左翼へと支持を転換する動きが強まり、そ
の結果ラディカル左翼勢力への支持が上昇すると考えられてきたのである。
社会民主主義政党への支持の減退とラディカル左翼勢力への支持の伸長は明
らかに相関関係にあり、こうしたとらえ方は基本的に正しいと思われるが、な
ぜ近年になってラディカル左翼勢力の台頭が生じているのかを説明するために
は、さらに検討すべき点がある。なぜなら、社会民主主義政党の新自由主義化は、
1980 年代後半から 90 年代の時期に起きているにもかかわらず、そのことがす
ぐにラディカル左翼勢力にたいする支持の拡大に結びつくわけではないからで
ある。後でもみるように、むしろ社会民主主義政党は新自由主義を受け入れる
なかで、1990 年代後半に政権復帰を遂げている。社会民主主義政党への支持
が急落するのは、2008 年の金融危機以降のことである。したがって、近年になっ
てなぜラディカル左翼勢力が台頭しているのかを明らかにするためには、新自
由主義化した社会民主主義政党が支持を低下させていくプロセスをより丁寧に
検討してみる必要がある。以上のような問題関心のもと、本節では、1980 年
代以降の新自由主義政治の展開のなかで、社会民主主義政党がどのように変化
し、なぜ支持を失ったのかという問題を考えてみたい。

新自由主義第一期（1980 年代～ 90 年代前半）から第二期（1990 年代後半～
2008 年）
1980 年代以降、世界各国で展開されてきた新自由主義政治は、おおよそ三
つの時期に区分してとらえることができる（表 1 を参照）。新自由主義政治の
第一期である 1980 年代～ 90 年代半ばの時期は、サッチャーやレーガンに代表
される急進的な新自由主義改革が実行され、戦後のケインズ主義的な福祉国家
の構造が解体された時期である。所得・法人税減税と社会保障の削減によって
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ある。以上のような問題関心のもと、本節では、1980 年代以降の新自由主義政治の展開のなかで、
社会民主主義政党がどのように変化し、なぜ支持を失ったのかという問題を考えてみたい。
現代国家の所得再分配機能が大きく後退させられると同時に、労働市場の規制

緩和・労働組合の弱体化が推し進められたことで雇用の不安定化が進んだ。第
新自由主義第一期（1980 年代～90 年代前半）から第二期（1990 年代後半～2008 年）
1980 年代以降、世界各国で展開されてきた新自由主義政治は、おおよそ三つの時期に区分してと

一期においては、当初社会民主主義政党のなかには、70
年代以降の労働運動
らえることができる（表 1 を参照）。新自由主義政治の第一期である 1980 年代～90 年代半ばの時期
は、サッチャーやレーガンに代表される急進的な新自由主義改革が実行され、戦後のケインズ主義
の高揚と左傾化を背景にして、国有化の拡大など従来よりも急進的な政治路線
的な福祉国家の構造が解体された時期である。所得・法人税減税と社会保障の削減によって現代国

を採用する政党も見られたが、やがて新自由主義的政策を受け入れ容認してい
家の所得再分配機能は大きく後退させられると同時に、労働市場の規制緩和・労働組合の弱体化が
推し進められたことで雇用の不安定化が進んだ。第一期においては、当初社会民主主義政党のなか

く方向へと転換していった。
には、70 年代以降の労働運動の高揚と左傾化を背景にして、国有化の拡大など従来よりも急進的な
政治路線を採用する政党も見られたが、やがて新自由主義的政策を受け入れ容認していく方向へと
転換していった。

表1

新自由主義政治の展開

第一期

新自由主義政治

経済的構造

対抗運動

急進的新自由主義改革

戦後フォーディズム経済からグロー

労働運動による抵抗

1980 年代～90

バル資本主義への転換

年代前半

・グローバルな金融市場の発達

第二期

「第三の道」型新自由主義

グローバル資本主義の新自由主義的

グローバル・ジャスティス運

90 年代後半～

・社会民主主義の新自由主義化

蓄積構造の成立

動／オルタ・グローバリゼー

2008 年

・新自由主義コンセンサスの成立

・格差化と金融化の並進

ション運動

第三段階

新自由主義的緊縮

新自由主義的蓄積の破綻

反緊縮のラディカル左翼勢

2008 年～

・新自由主義型二大政党制の危機

・金融危機→銀行危機→債務危機の

力

連鎖

こうして社会民主主義政党が新自由主義を容認していくなかから登場したのが、いわゆる「第三

こうして社会民主主義政党が新自由主義を容認していくなかから登場したの
の道」路線である。周知のとおり、この立場を最も明確に打ち出したのがイギリス労働党のブレア
であったが、そこで述べられたように、
「第三の道」とは、新自由主義が追求する「経済的効率」と、

が、いわゆる「第三の道」路線である。周知のとおり、この立場を最も明確に
社会民主主義的な理念である「社会的公正」を両立させようという路線であった（ブレア 2000）
。

ブレアが提唱したこうした路線は、グローバル化した資本主義に適応した新しい社会民主主義とし
打ち出したのがイギリス労働党のブレアであったが、そこで述べられたよう
て、各国の社会民主主義政党の動向を全体として方向付けていくことになった（Bailey 2009, Ch.3）。

に、「第三の道」とは、新自由主義が追求する「経済的効率」と、社会民主主
1990 年代後半以降の第二期になって、実際の新自由主義改革を推進していく役割を担ったのが、
「第三の道」型の新自由主義である。97～98 年にかけて、イギリスのブレア労働党政権、フランス

義的な理念である「社会的公正」を両立させようという路線であった（ブレア
のジョスパン内閣、ドイツのシュレーダー政権など、ヨーロッパ各国で相次いで社会民主主義政権

2000）。ブレアが提唱したこうした路線は、グローバル化した資本主義に適応

した新しい社会民主主義として、各国の社会民主主義政党の動向を全体として
方向付けていくことになった（Bailey 2009, Ch.3）。
1990 年代後半以降の第二期になって、実際の新自由主義改革を推進してい
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く役割を担ったのが、
「第三の道」型の新自由主義である。97 ～ 98 年にかけて、
イギリスのブレア政権、フランスのジョスパン内閣、ドイツのシュレーダー政
権など、ヨーロッパ各国で相次いで社会民主主義政権が誕生したが、これらの
政権はいずれも新自由主義からの転換ではなく、その修正と継続をめざした点
で共通していた。第一期の急進的新自由主義改革は、雇用を劣悪化・不安定化
させたうえに社会保障を削減するために、社会的格差の拡大や貧困化といった
激しい社会的矛盾を引き起こさざるをえない。ペックとティッケルが指摘する
ように、こうした急進的改革は長期にわたって持続することは困難である（Peck
and Tickell 2002）。「第三の道」路線とは、まさにそうした社会的な矛盾と分裂
にたいして一定の対応策を講じることで、新自由主義改革をより安定的に継続
することをめざした政治路線であった。
もちろん具体的な政策の内容は各国によって違いがあるが、この時期に各国
でほぼ共通に取り組まれたのは、貧困や失業といった社会的排除への対策とし
て、就労を通じた社会的包摂を進めることであった。すなわち、若年失業者や
長期失業者を中心に新自由主義のもとで排除される周辺層にたいして、教育や
技能訓練を提供し、彼らの「雇用可能性（employability）」を高めて労働市場へ
の参入を促すことで、周辺層を再び社会に包摂することがめざされたのである。
こうした人的資本への投資戦略は、知識経済化が進む現代経済において、各国
の経済競争力を強化することにも貢献すると考えられ、まさに経済的効率と社
会的公正を両立させるための重要政策として位置づけられることになった。
以上のように、「第三の道」型の新自由主義は、新自由主義の枠内において
第一期の急進的新自由主義とは異なるオルタナティブを提示することで、新自
由主義にたいする社会的同意をつなぎとめる役割を果たしたということができ
る3。また、本来新自由主義に対抗する勢力であった社会民主主義政党が、「第
三の道」路線によって新自由主義を容認するようになったことで、保守政党と
のあいだに新自由主義型のコンセンサス政治が形成されることにもなった。こ
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れにより、新自由主義型の二大政党制のもとで、政権交代の影響をそれほど受
けることなく、新自由主義的政策が着実に実行される政治的な仕組みがつくら
れることになったのである。この時期には、中央銀行の独立性の強化やユーロ
加盟を通じて、インフレ抑制のための財政規律がどのような政権であっても守
らなければならない至上命題として固定化されることになったが、こうした政
策決定の「脱政治化」は、まさに新自由主義的な経済財政政策を恒常化させる
メカニズムであった（Burnham 2001）。

「第三の道」型新自由主義を可能にした条件
以上のように、第二期は、一見すると新自由主義を支える政治的構造が安定
した時期であった。しかし、今日の視点から振り返ってみるならば、
「第三の道」
型の新自由主義は、特定の歴史的条件に支えられて一時的にのみ成立しえた政
治路線であったと言える。あらかじめ結論めいたことを述べておけば、その歴
史的条件が失われたことで、現在、「第三の道」を掲げていた社会民主主義政
党が没落を余儀なくされているのである。
新自由主義政治の第二期において、社会民主主義政党の「第三の道」路線を

3

ただし、念のために注記しておけば、「第三の道」型の新自由主義は、第一期の急進的

新自由主義と比べて単純に穏健な新自由主義であったというわけではない。たとえば、
ブレアの「第三の道」路線は、1990 年代以降のグローバル化に関するさまざまな理論や
言説を取り込みながら形成されたものであり、サッチャーの新自由主義と比べても、グ
ローバル化した資本主義の要請を明確に自覚し、それにより積極的かつ実践的に適応し
ようとする新自由主義であった。また、ブレア政権では、社会的公正のための政策とし
て教育や医療にたいする社会支出を増やす方針がとられたが、しかしそれと同時に教育・
医療行政におけるよりいっそうの市場化改革が同時並行的に追求された（詳しくは、二
宮 2014）。市場化改革にたいする公共部門労働組合の反対を弱めるうえで、こうした二
正面作戦がかなり有効であったことを考えると、急進的新自由主義から「第三の道」型
新自由主義へのシフトは、新自由主義の深化のために必要な変化であったととらえるこ
とも可能である。
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可能にした条件は二つあった。その条件の一つは、1990 年代後半から 2008 年
に金融危機が起きるまでの期間、世界経済が相対的に安定していたということ
である。この期間は、1997 年のアジア通貨危機など、散発的な経済危機が途
上国で起きたものの、欧米先進諸国の経済に限って言えば、比較的に堅調な経
済状態が続いた時期だったと言える。これは、新自由主義のもとで形成された
グローバル資本主義の経済構造が一時的な均衡を実現していたからである。
本来、新自由主義のもとで形成される経済構造は、第二次世界大戦後の先進
諸国の高度経済成長を可能にしたフォーディズム型の経済と比べて、不安定で
脆弱である。なぜなら、新自由主義は、一方で資本にたいする規制と負担を軽
減し資本のグローバル化を促進することで、資本主義の生産力水準を飛躍的に
発展させるが、他方では雇用破壊と賃金圧縮、社会保障の削減によって、発展
した生産力のはけ口として必要となる消費市場を縮小させてしまうからであ
る。戦後のフォーディズム型経済では、労働者への高賃金と社会保障の給付に
よって大衆的消費市場が拡大し、それによって大量生産・大量消費サイクルに
よる高度経済成長が実現するという好循環が成り立っていた。しかし、新自由
主義は、社会保障による所得再分配を後退させ、労働者の賃金を低下させるこ
とになるため、フォーディズム型の好循環は成り立たなくなる。一言で言うな
らば、新自由主義型の経済は、「生産と消費の不均衡」という矛盾を構造的に
生み出さざるをえないのである。
新自由主義が抱えるこうした矛盾に一時的な解決策を与えたのが、新自由
主義のもとで急速に発展した金融市場であった。新自由主義のもとでは、社
会の富が富裕層や企業に集中し、そこから生まれる余剰資金が流れ込むこと
によって金融市場は活性化する。他方で、一般家計は、低下する賃金収入を補
い、削減される社会保障を補填するために、債務を拡大させていくことになる
（Lapavitsas 2014 ; Tridico 2017）。たとえば、アメリカでみられたサブプライム
住宅ローンや学生ローンの拡大がその典型である。いみじくも C・クラウチが
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「民間化されたケインズ主義（Privatised Keyesianism）」と呼んだように、こう
した一般家計の債務の拡大が、かつては政府のケインズ主義的積極財政が果た
した経済安定化のための役割を果たしたのである（Crouch 2009）。別の言い方
をすれば、金融市場は、社会的格差の拡大によって生まれる上層の余剰資金を
0

0

0

0

債務というかたちで下層へと疑似的に再分配することで、「生産と消費の不均
衡」という矛盾が顕在化することを先送りしていたのである（Streeck 2014）。
「第三の道」型の新自由主義を可能にしたのは、こうした新自由主義型経済
の一時的均衡であった。比較的に良好な経済状況が続いたことで、社会的包摂
政策が対象とした失業や貧困問題は一定程度改善し、また教育や医療への社会
支出を拡大するための財政的な余剰が生まれたからである。
しかしながら、言うまでもなく、こうした新自由主義型経済の矛盾をはらん
だ均衡は、長期にわたって持続可能なものではない。2008 年の金融危機から
2010 年のユーロ圏危機に至る世界同時不況は、まさに新自由主義型経済が破
綻をきたしたことを意味していた。
社会民主主義政党の「第三の道」路線を可能にしたもう一つの条件は、いわ
ゆる「社会的ヨーロッパ」の展望がある程度の現実性をもちえていたことであ
る。実は「第三の道」路線は、1980 年代後半から進められてきたヨーロッパ
統合の深化と不可分に結びついていた。すでに述べたように、
「第三の道」路
線は、新自由主義が追求する「経済的効率」と社会民主主義的な理念である「社
会的公正」を両立させようとするものであったが、J・ベイリーが指摘するよ
0

0

0

0

0

0

0

うに、前者が労働力の再商品化を意味するのにたいして後者は労働力の脱商品
0

化を意味しており、両者は本来矛盾する関係にある（Bailey 2009）。ベイリー
によれば、このような矛盾した側面をもつ「第三の道」路線が、社会民主主義
政党の政治構想として成り立ちえたのは、EU レベルでの「社会的ヨーロッパ」
という枠組みがあったからである。
1980 年代後半からフランス社会党出身の J・ドロールの主導のもとに進めら
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れたヨーロッパ統合のプロジェクトは、「第三の道」と同様の矛盾した二面性
をもっていた。すなわち、一方では、ドロールが打ち出した構想には、統合さ
れた域内市場にたいして労働市場規制や社会的保護などの統一的な社会的規制
を導入し強化していくという「社会的ヨーロッパ」の構想が含まれていた。こ
れは、いわば経済のグローバル化によって国民国家レベルでは実現が困難と
なった福祉国家的政策を EU という超国家的レベルで実現しようという構想で
あり、社会民主主義政党の内部でも労働組合でも概ね積極的・肯定的に評価さ
れていた。しかし他方で、経済的統合の進展は、域内の市場を統合して資本の
活動の自由を拡大し、さらに通貨統合に向けて各国に厳しい財政規律を強制す
るという点では新自由主義化を推し進めていくプロセスでもあった。そのため、
社会民主主義政党は、党内の左派や支持者たちにたいして、公共支出の抑制を
はじめとする新自由主義的政策をヨーロッパ統合にともなう不可避の政策とし
て正当化すると同時に、経済界や金融市場からも経済財政政策への信頼と支持
を取りつけることができた。つまり、社会民主主義政党は、ヨーロッパ統合へ
の積極姿勢を打ち出すことで、新自由主義と社会民主主義という「第三の道」
が抱える矛盾した側面を表面的には両立させることができたのである（Bailey
2009 ; Escalona and Vieira 2014）。

新自由主義政治の第三期（2008 年～）：「第三の道」型新自由主義の没落
2008 年の金融危機以降、新自由主義政治は、第二期から第三期へと新しい
局面に入っている。アメリカのサブプライム・ローン危機からユーロ圏危機へ
と連鎖した世界同時不況は、明らかに第二期のグローバル資本主義の相対的
安定を支えた新自由主義型経済が破綻したことによって起きたものであった。
1929 年の世界恐慌以来の危機ともいわれた深刻な経済危機に直面して、当初、
先進各国の政府は、ケインズ主義的な景気対策を協調して採用し、積極的な財
政出動を展開するとともに、経営危機に陥った銀行にたいして国有化や公的資
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金を投入することで救済策を講じ、危機の拡大に歯止めをかけようとした。経
済危機を引き起こした新自由主義は知的・イデオロギー的権威を失墜させるこ
とになったのである（Gamble 2009）。
ところが、2009 年末ギリシアで政権交代が起き、前政権によって財政悪化
の隠蔽が行われていたことが暴露されると、各国政府の政策基調は、緊縮と財
政均衡へと急速に転換し、公共支出の大幅削減を内容とするむき出しの新自由
主義路線へと回帰することになった。ギリシアを始めとして深刻な債務危機に
陥った諸国にたいして、公務員の削減や年金支給の引き下げ、教育・医療など
の公共サービスの削減、国有資産の売却などの緊縮策と、労働市場の規制緩和
などの構造改革が救済パッケージの一環として押しつけられたのは周知のとお
りである。
ここで重要なことは、経済危機の発生と緊縮策への転換によって、第二期に
おいて社会民主主義政党の「第三の道」路線を可能にしていた二つの条件がと
もに失われることになったことである。第一に、新自由主義型経済が危機に陥っ
たことで、各国で失業問題が急速に悪化しただけでなく、社会的包摂政策や医
療・教育予算の拡充に費やすことのできる財政的な余剰が消失することになっ
たからである。その結果、社会民主主義政党は、新自由主義型経済の回復に望
みを託して緊縮策を受け入れていくことになった。さらに第二に、EU レベル
での「社会的ヨーロッパ」の実現という展望も、緊縮策のなかで現実性を喪失
することになった。
「社会的ヨーロッパ」の構想は、すでに経済危機以前から
行き詰りつつあったが、ユーロ圏危機のなかで、EU が各国にたいして緊縮策
を強制する新自由主義的枠組みへと変貌したことで、もはや政治的な説得力を
もちえなくなった。こうして、社会民主主義政党は、新自由主義的緊縮にかわ
る政治的選択肢を提示することができなくなったのである。
本論文の冒頭でもみたように、緊縮策を受け入れた社会民主主義政党は、現
在急速に支持を失い没落しつつある。表 2 は、ヨーロッパの主要な社会民主主

政党の「第三の道」路線を可能にしていた二つの条件がともに失われることになったことである。
第一に、新自由主義型経済が危機に陥ったことで、各国で失業問題が急速に悪化しただけでなく、
社会的包摂政策や医療・教育予算の拡充に費やすことのできる財政的な余剰が消失することになっ
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たからである。その結果、社会民主主義政党は、新自由主義型経済の回復に望みを託して緊縮策を
受け入れていくことになった。さらに第二に、EU レベルでの「社会的ヨーロッパ」の実現という展
望も、緊縮策のなかで現実性を喪失することになった。
「社会的ヨーロッパ」の構想は、すでに経済
義政党の議会選挙での得票率の推移を示したものである。1990
年代～ 2008 年
危機以前から行き詰りつつあったが、ユーロ圏危機のなかで、EU が各国にたいして緊縮策を強制す

までの得票の平均と
09 年以降の得票の平均を比較してみると、ほとんどの社
る新自由主義的枠組みへと変貌したことで、
もはや政治的な説得力をもちえなくなった。こうして、
社会民主主義政党は、新自由主義的緊縮にかわる政治的選択肢を提示することができなくなったの
会民主主義政党が
10％前後～ 20％得票率を下落させている。特に南欧、大陸
である。

諸国での下落が顕著である（フランス、オランダについては
2017 年選挙で得
本論文の冒頭でもみたように、緊縮策を受け入れた社会民主主義政党は、現在急速に支持を失い
没落しつつある。表 2 は、ヨーロッパの主要な社会民主主義政党の議会選挙での得票率の推移を示

票が急落していることに注意）。北欧諸国では、相対的には高い支持率を維持
したものである。1990 年代～2008 年までの得票の平均と 09 年以降の得票の平均を比較してみる

と、ほとんどの社会民主主義政党が 10％前後～20％得票率を下落させている。特に南欧、大陸諸国
しているとはいえ、低下傾向にある。
での下落が顕著である（フランス、オランダについては 2017 年選挙で得票が急落していることに注
意）
。北欧諸国では、相対的には高い支持率を維持しているとはいえ、低下傾向にある。

表2

ヨーロッパの主要な社会民主主義政党の得票率の推移
1990～
2008 年の

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

2009 年以

08 年までの平均
と 09 年以降の平

降の平均

平均

均の落差

オーストリア社会民主党

35.7

ドイツ社会民主党

36.7

イギリス労働党

38.4

フランス社会党

22.5

オランダ労働党

23.3

ノルウェー労働党

32.2

スウェーデン社会民主党

38.9

デンマーク社会民主党

31.4

全ギリシア社会主義運動

41.6

スペイン社会労働党

39.4

ポルトガル社会党

40.0

23.0

26.8

26.9

26.9

-8.8

25.7

20.5

23.1

-13.6

29.0

30.4
29.4

19.6

24.8

35.4

30.8
30.7

31.0
24.8

43.9

36.6

13.2

40.0

33.1

-5.2

7.4

18.4

-4.1

5.7

16.7

-6.6

27.4

31.2

-1.0

30.0

-8.9

28.3
26.3

25.6

-5.8

4.7

20.6

-21.0

24.5

-15.0

32.3

-7.6

28.8

22.0

28.0

32.4

22.6

（出所）http://electionresources.org より筆者が作成。全ギリシア社会主義運動の 2015 年の得票率は 1 月選挙でのもの。同年の 9 月

（出所）http://electionresources.org
より筆者が作成。全ギリシア社会主義運動の
2015 年の得票率は 1
選挙では民主左派（DIMAR)と統一候補を立てて
6.3％の得票を得ている。
月選挙でのもの。同年の 9 月選挙では民主左派（DIMAR) と統一候補を立てて 6.3％の得票を得ている。
以上のように、各国の社会民主主義政党が支持率を大きく低下させているなかで、新自由主義的
緊縮にたいする不満の受け皿として台頭しているのが、排外主義的な極右政党と反緊縮を掲げるラ


以上のように、各国の社会民主主義政党が支持率を大きく低下させているな
かで、新自由主義的緊縮にたいする不満の受け皿として台頭しているのが、排
外主義的な極右政党と反緊縮を掲げるラディカル左翼勢力である。極右政党の
多くは、かつて 1980 年代までは減税や公共部門の縮小など新自由主義的路線
を採用していたが、現在ではその立場を修正し、雇用や社会給付において自

ヨーロッパで台頭するラディカル左翼勢力 （二宮

元）

53

国民を優遇し移民を排除することを主張する自国民優先主義、あるいは福祉
ショービニズムを打ち出すことで、労働者層からの支持を集めている（二宮
2017）。

２、対抗運動と今日のラディカル左翼勢力

反新自由主義運動の展開①：労働運動からグローバル・ジャスティス運動へ
新自由主義政治の展開とともに、新自由主義に対抗する運動も変化してきた。
第一節で述べた新自由主義政治の時期区分に沿って言えば、1980 年代から 90
年代前半までの第一期に、急進的新自由主義改革への中心的な抵抗主体となっ
たのは労働運動であった。第一期の急進的新自由主義改革では、インフレ抑制
のために完全雇用目標が放棄され、労働市場の規制緩和のために労働法制の改
革と労働組合の弱体化がはかられた。まさにこうした改革が進められるなかで
起きたのが、1981 年のアメリカの航空管制官のストライキであり、1984 ～ 85
年のイギリスの炭鉱ストライキであった。しかし、今挙げた二つのストライキ
がいずれも労働組合側の敗北に終わったことにあらわれているように、労働運
動は急進的新自由主義改革のなかで弱体化を余儀なくされていった。
1990 年代後半からの第二期になって、新たに登場してきたのが、グローバ
ル・ジャスティス運動（あるいはオルタ・グローバリゼーション運動）と呼ば
れるグローバルな反新自由主義運動である（二宮 2005）。この運動の起点は、
1994 年 1 月の北米自由貿易協定（NAFTA）の発効にあわせて立ち上がったメ
キシコのサパティスタ蜂起に求めることができる。1996 年 10 月には、サパティ
スタの呼びかけに応えて「人間らしさのため新自由主義に反対する大陸間会
議（International Encounter for Humanity and Against Neoliberalism）」が開催され、
これを一つの基盤として新自由主義的グローバリゼーションに反対するグロー
バルな運動のネットワークが形成されていくことになった。こうして形成され
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た新しい反新自由主義運動が最初に目に見えるかたちではっきりとあらわれた
のが、1999 年の「シアトルの闘い（Battle of Seattle）」であろう。WTO の会合
にあわせて 5 万人の人びとが街頭で抗議活動を展開し、会合での交渉をストッ
プさせたのである。シアトルの闘い以降、WTO や IMF、EU、G8 サミットな
ど、グローバル・エリートが集う会合に合わせて、世界中の活動家が開催地に
結集し、直接行動による抗議活動を展開する運動のスタイルが定着していった。
2000 年のニースでの EU 会合、2001 年のジェノアの G8 サミット、2003 年のカ
ンクンの WTO 会合、2005 年のグレンイーグルの G8 サミットなどである。
また、この時期のグローバル・ジャスティス運動の一つの象徴となったのが、
2001 年から開催され始めた「世界社会フォーラム（World Social Forum）」であ
る。世界社会フォーラムは、世界各国の政界・経済界のエリートが毎年スイス
の保養地ダボスに集って開催する「世界経済フォーラム」にたいする対抗フォー
ラムとして開始されたものであり、エリート主導で進められる新自由主義的グ
ローバリゼーションに対抗する民衆によるグローバルな連帯の構築をめざした
試みであった。世界社会フォーラムには、社会運動や NGO の活動家たちが世界
中から集まり、経験とアイデアの交流が行われた。こうした社会フォーラムは、
ヨーロッパやアジアなどの地域規模でも行われた。
後の議論との関係でここで論じておかなければならないのが、グローバル・
ジャスティス運動にたいして現代アナーキズムが与えた影響の強さである。
（Graeber 2002 ; 田中 2004 ; Day 2005）。たとえば、グローバル・ジャスティス
運動では、運動の組織形態について、国家や政党、企業に見られるようなトッ
プダウン型のヒエラルキー的組織とは異なる、水平的なネットワーク型の組織
の重要性が強調され、直接民主主義にもとづくコンセンサス志向型の意思決定
の仕組みが広く取り入れられた。また、シアトルやジェノアなどの抗議行動で
は、直接行動によって実際に路上などを一時的に占拠し、権力から自律的な空
間を出現させることの意義が強調された。世界社会フォーラムが政党の参加を
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禁止したことにあらわれているように、全体として言えば、グローバル・ジャ
スティス運動は、議会政治や政党とは距離を置く姿勢が強かったと言えるだろ
う。世界社会フォーラムは、運動団体や NGO のあいだの連携と討議のための
ネットワークとして意図されており、何らかの統一的な政治要求を掲げてその
実現のために活動する政治勢力となることを意図したものではなかったのであ
る。

反新自由主義運動の展開②：グローバル・ジャスティス運動からラディカル
左翼へ
2008 年の金融危機以降の第三期になって、新自由主義に対抗する新しい政
治勢力としてあらわれているのが、ラディカル左翼勢力である。今日のラディ
カル左翼勢力は、明らかに第二期のグローバル・ジャスティス運動の延長線上
に登場しているが、同時に両者のあいだには異なる特徴も見られる。今日のラ
ディカル左翼勢力にはどのような新しい特徴がみられるのか、この点を明らか
にするために、以下、金融危機以降の反新自由主義運動の展開を少し詳しく検
討することにしたい。
第一節でみたように、金融危機の発生を受けて、当初先進諸国の政府は、景
気を下支えするための積極的財政政策を協調して採用したが、2010 年に明ら
かになったギリシア債務危機を契機に緊縮政策へと転じていった。これにたい
して、反緊縮の社会運動として登場したのが、2011 年のいわゆる「広場の運
動（movements of squares）」である。「アラブの春」のエジプト革命で民主化を
求める人びとがカイロ中心部にあるタハリール広場を占拠して運動の拠点とし
た手法が、スペインやギリシアの反緊縮運動へと伝わり、さらにはアメリカの
オキュパイ・ウォール・ストリートへと展開していったのである4。スペイン
ではマドリードのプエルタ・デル・ソル広場、ギリシアでは議会前のシンタグ
マ広場、アメリカではウォール街のズコッティ・パークが運動の拠点として象
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徴的な意味をもつことになった。
2011 年に世界で同時多発的に生起した広場の運動は、グローバル・ジャス
ティス運動から今日のラディカル左翼勢力へと反新自由主義運動がシフトして
いくうえで過渡的な意味をもった運動であったととらえることができる。広場
の運動は、グローバル・ジャスティス運動とのあいだに連続性と同時に重要な
差異をも示しているからである。
言うまでもなく広場の運動とグローバル・ジャスティス運動は、反新自由主
義運動という点で共通しており、両者の原動力となったのは、新自由主義がも
たらす社会的不平等の拡大や民主主義の空洞化にたいする怒りである。さらに
重要なのは、広場の運動が、直接行動や水平主義、参加型民主主義、予示的政
治などの現代アナーキズムの運動の理念とスタイルをグローバル・ジャスティ
ス運動から引き継いでいることである。実はこの点は、なぜ広場の運動が広場
の占拠という運動形態をとったのかを理解するうえで非常に重要である。広場
という空間は、単に人びとが集まって抗議の声をあげるための場所というだけ
ではなく、運動が理想としてめざすべき社会のあり方を一時的・部分的にでは
あれ実現するという予示的政治の実践の場として、非常に重要な意味をもって
いた。つまり、広場は、不平等で権威的な現実社会とは異なる「もう一つの社
会」のあり方を、水平主義や参加型の意思決定にもとづいて具体的に現出させ
るための解放的空間として、広場の運動にとって不可欠な象徴だったのである。
こうした運動の理念とスタイルは、グローバル・ジャスティス運動を経験した
活動家によってある種の運動のサブカルチャーとして広場の運動に持ち込まれ
たものであり、またそうした活動家の経験の蓄積によってはじめて可能となっ
たと言えよう5（Graeber 2013 ; Castells 2015）。
4

こうした国境を超えた運動の拡散が可能となったのは、第二期のグローバル・ジャス

ティス運動のなかで活動家・運動団体のグローバルなネットワークがつくられていたか
らであろう。
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広場の運動とグローバル・ジャスティス運動には以上のような連続性がみら
れる一方で、運動の性格に変化が生じていることにも注目しておかなければな
らない。まず第一に指摘できるのは、グローバル・ジャスティス運動が文字通
りグローバルな志向性をもった運動であったのにたいして、広場の運動は明ら
かにナショナルな――比喩的に言えば国籍をもった運動であったという点であ
る（della Porta 2015 ; Gerbaudo 2017b）。先述したように、グローバル・ジャス
ティス運動は、WTO や IMF、G8 サミットなどの国際的な会合を主たるターゲッ
トとして展開された運動であり、その主張内容をみても国際的な金融取引課
税（トービン税）の創設や第三世界諸国の債務の帳消し、自由貿易への制限な
どグローバルなレベルの政治的要求が掲げられていた。それとは対照的に、広
場の運動では、緊縮策を強制するヨーロッパ中央銀行や EU も批判されたとは
いえ、それ以上に抗議の標的とされたのは各国の政府・政治家や経済界・金融
界のエリートであった。一言で言えば、広場の運動は、国民国家単位で実行さ
れる緊縮策に反対し、国家的な民主主義の諸制度の機能不全に抗議する運動で
あった。ただし、これは広場の運動が「一国主義的」な運動だったということ
を必ずしも意味するわけではない。なにより、広場の運動が同時多発的に世界
に拡散したことが示しているように、国の違いを超えて共通する課題に運動が
取り組んでいることが強く意識されていた。たとえば、2011 年 10 月 15 日には、
「世界同時行動の日（Global Day of Action）」が設定され、82 か国 951 地域で反
緊縮の抗議行動が行われているが、こうした試みはまさに広場の運動が国境を
超えた連帯によって結ばれていたことを示していると言えるだろう（Tejerina
et al. 2013）。

5

C・フレッシャー・フォミナヤは、スペインとアイルランドというともに厳しい緊縮

策が実行された二つの国について、スペインでは広場の運動が成功したのにたいしてア
イルランドではそれほどうまくいかなかった重要な要因として、経験を積んだ活動家層
のネットワークの有無をあげている（Flesher Fominaya 2017）。
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第二に、第一の点の帰結でもあるが、広場の運動は、グローバル・ジャスティ
ス運動と比べて、政治的諸制度の拒絶ではなくその改革を志向する性格をより
強くもっていた。たとえば、P・ジェルバウドは、こうした運動の性格の変化
をシチズンシップ概念に依拠して説明している（Gerbaudo 2017a, 2017b）。ジェ
ルバウドによれば、広場の運動は、新自由主義のもとで進行した政治的権利や
社会的権利の空洞化にたいして、シチズンシップを取り戻そうとする運動で
あった。シチズンシップは、政治的民主主義や社会保障、地方自治体などの国
家的諸制度によって支えられる「諸権利の束」であり、したがって、シチズン
シップの再建のためにはさまざまな制度の改革が必要とされることになる。以
上のような意味で、広場の運動には、国家的諸制度の機能不全を批判し、その
抜本的な改革を求める要求が含まれていたとされる。こうした広場の運動の特
徴のなかに、その後のラディカル左翼勢力の台頭をもたらす潜在的な萌芽を見
出すことができる。
ただし、ジェルバウドも指摘するように、グローバル・ジャスティス運動と
同様に、広場の運動にも、議会政治や政党へのコミットメントを避ける傾向が
強くあらわれていたことにも注意する必要がある。広場の運動は、政治的諸制
度にたいする批判を具体的な政策要求として明確化しその政治的な実現をめざ
すというよりは、緊縮策にたいする人びとの怒りを社会的に可視化させ、新自
由主義がもたらした富と権力の不平等にたいして社会の関心を向けさせること
を企図した運動であった。そして、実際、広場の運動を通じて、新自由主義的
緊縮が経済危機にたいする唯一の解決策であるという言説が批判にさらされ、広
場での予示的政治の実践によって人びとのあいだに新しい政治意識と新しい政
治文化が生み出されたことは、この運動の大きな成果であった（Castells 2015）。
広場の運動は、アメリカのオキュパイ・ウォール・ストリートが強制退去さ
せられて以降、表面的には沈静化していくことになるが、これは必ずしも反緊
縮運動自体の退潮を意味するものではなかった。特に緊縮策の影響が強かった
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ギリシアやスペインでは、運動参加者のネットワークを基盤にして、貧困層に
たいする食料提供や無料診療を行う社会的連帯活動、住宅立ち退き阻止運動、
学校閉鎖や病院民営化に反対する運動などグラス・ルーツの活動が継続的に行
われている（della Porta et al. 2017, Ch.2）。ここで注目しておきたいことは、こ
うしたグラス・ルーツの活動が広がるなかで、社会運動を「政治的変革」へと
つなげる動きが強まっていったことである。
たとえば、スペインでは、経済危機とともに不動産バブルの崩壊が起きたこ
とから、住宅の強制立ち退き件数が急増し、「住宅ローン被害者の会（PAH）」
を中心に立ち退き阻止運動が展開された（池田 2014,2016 ; Flesher Fominaya
2015）。PAH は、立ち退き阻止や空きビルの占拠など直接行動を起こす一方で、
住宅問題の改善に向けた「住民立法イニシアチブ」を成立させるための運動を
展開した。住民立法イニシアチブは、必要な署名数を集めて 2011 年と 2013 年
に議会に提出されたが、それぞれ当時の社会民主労働党政権と人民党政権に
よって拒否された。そうしたなかで、PAH は、議会や政治家の自宅前に押し
かけて抗議するエスクラッチェとよばれる直接行動を展開し、政治家の代表性
それ自体を批判していくことになる。こうした運動の展開を通じて、人びとが
抱える具体的な困難を解決するうえで、社会運動がもつある種の限界性と新し
い政治代表の必要性についての認識が広がっていったのではないかと考えられ
る。実際、PAH のリーダーであったアダ・コラウは、その後政治団体を立ち
上げて 2015 年 5 月にバルセロナ市長に選出されている。
2011 年の広場の運動は、新自由主義のもとでの格差の拡大にたいして社会
的関心を向けさせ、緊縮策にたいする批判的世論を喚起したという点では成功
をおさめたが、その一方で緊縮策に歯止めをかけることはできず、具体的な政
治的成果をほとんどもたらさなかったという点では活動家や運動参加者に少な
からぬ失望と無力感を生むことにもなった。そうした失望と無力感を乗り越え
る一つの方向として、社会運動が政党を通して議会政治にコミットし緊縮策か

60

政策科学・国際関係論集

第十九号

(2019)

らの転換を実現しようという動きが出てきたのである。
こうした社会運動から政党へという変化が一気に表面化したのが 2015 年で
ある。2015 年の 1 月には、まずギリシアで反緊縮を掲げるシリザ（急進左派連合）
主導の政権が誕生した。さらに 5 月には、イギリスの議会選挙で、主要政党の
なかでは最も鮮明に反緊縮を打ち出したスコットランド国民党（SNP）が、ス
コットランドの選挙区 59 のうち 56 選挙区で勝利して躍進を遂げた。この選挙
の後、敗北した労働党では党首選挙が行われ、当初はまったく勝ち目がないと
考えられていた最左派のコービンが、一般党員や労働組合員からの圧倒的な支
持を得て党首に選出された。コービン選出の重要な原動力になったのは、「UK
Uncut」や「反緊縮民衆会議（People’s Assembly Against Austerity）」といった反
緊縮運動であった（進藤 2015）。さらに、12 月スペインでは、2014 年に結党
されたばかりの反緊縮政党ポデモスが第 3 党に躍進し、人民党・社会民主労働
党の二大政党制に大きな風穴を空けることになった。翌年のアメリカ大統領予
備選挙で、「民主的社会主義者」を自認するサンダースが大きな支持を集めた
ほか、2017 年のヨーロッパ各国の選挙で、反緊縮を掲げるラディカル左翼勢
力が支持を伸ばしたことは、本論文の冒頭で見たとおりである。
反緊縮のラディカル左翼勢力が、社会運動の支持を受けて台頭していること
は、対抗運動の性格が変化していることをあらわしている。先述したように、
グローバル・ジャスティス運動にはアナーキズムの影響を受けて国家や政党と
の関りを拒絶する傾向が見られたが、今日のラディカル左翼勢力がめざすのは、
国家権力をエリートの支配から民衆の手に取り戻すことであり、具体的には、
緊縮策を転換して、社会保障や公共サービス、労働市場規制などの福祉国家的
な諸制度を再建することである。そして、そうした改革は、少なくとも当面は、
ナショナルな政治のレベルで実現可能であるとラディカル左翼勢力は主張して
いるのである。
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ラディカル左翼勢力の特徴
以上、新自由主義政治の三つの時期区分に応じて、反新自由主義の対抗運動
が、労働運動→グローバル・ジャスティス運動→ラディカル左翼勢力と変化し
てきたことをみてきた。特にグローバル・ジャスティス運動から広場の運動を
へてラディカル左翼勢力へと至るプロセスのなかで、対抗運動が、ナショナル
な枠組みのなかで新自由主義政治の転換をめざすようになったことは非常に大
きな変化だと考えられる。ここまでの検討をふまえて、あらためて今日のラディ
カル左翼勢力がどのような特徴をもっているのかまとめておこう。
第一に、今日のラディカル左翼の際立った特徴として指摘できるのは、多様
な左翼運動の幅広い連合体として形成されていることである。特に注目すべき
は、共産主義、社会民主主義、アナーキズムという 20 世紀を通じて時に競合・
対立してきた左翼運動の潮流が、反緊縮・反新自由主義という共通の課題のも
とに合流し共同していることである。これは、資本主義の変革をめざす左翼運
動の長い歴史のなかで、きわめて画期的なことであると考えられる。もちろん、
今日のラディカル左翼勢力は、イギリス労働党のように従来の社会民主主義政
党の左傾化というかたちをとる場合もあれば、スペインのポデモス、ギリシア
のシリザのように新しい政党の登場というかたちをとる場合もあり、各国に
よってその様態はさまざまである。しかし、全体としてみれば、①ユーロコミュ
ニズムや反資本主義トロツキズムなどの共産主義の系譜、②コービンやメラン
ションに代表される社会民主主義左派の系譜、③グローバル・ジャスティス運
動や広場の運動にあらわれたアナーキズムの系譜という三つの系譜が交錯する
地点に今日のラディカル左翼勢力を位置づけることができる6。
これは、別の観点から言えば、共産主義、社会民主主義、アナーキズムの各
潮流が、この間政治的・思想的に変容してきた結果でもある。共産主義は、ソ連・
東欧の社会主義体制の崩壊以後、政治的・思想的危機に陥り、いくつかの潮流
へと分岐したが（March and Mudde 2005）、今日のラディカル左翼勢力の一翼
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を担っているのは、多元主義を容認し異なる左翼勢力との共同を受け入れてき
た潮流である。社会民主主義に関しては、ラディカル左翼の担い手となってい
るのは、「第三の道」路線を批判してきた左派勢力である。また現代アナーキ
ズムは、国家権力と関わることを拒絶するような反国家主義というよりは、
「日
常生活における革命」の実践を重視し、運動や政党のなかにある権威的なヒ
エラルキー構造を解体することをめざす反権威主義の潮流である（Epstein 2001;
田中 2014）。
今日のラディカル左翼勢力の第二の特徴は、反緊縮・反新自由主義という課
題に加えて、民主主義の再建という課題を強く打ち出していることである。前
節で述べたように、この間、新自由主義のもとで、政治的民主主義の基盤は浸
食されてきた。新自由主義型の二大政党制によって有権者の選択肢は狭められ
てきただけでなく、脱政治化によって政策決定の余地が切り縮められてきたの
である。ギリシアにたいする緊縮策の押しつけのプロセスで明らかになったこ
とは、国民の要求と市場の要請が衝突するとき、優先されるのは国民ではなく
市場であるということであった（Streeck 2014）。そうしたなかで、反新自由主
義と民主主義の再創造は不可分の課題として認識されている。
もちろん、民主主義の再創造という課題は、グローバル・ジャスティス運動
のなかでも予示的政治の実践として強く意識されていたが、今日のラディカ
ル左翼勢力は、社会運動と政党の民主主義的な連携をいかに構築するかとい
う新しい課題に直面している。デラ・ポルタらの言葉を借りれば、「運動型政

6

これまで政治学においては、社会民主主義政党やラディカル左翼政党といった系列ご

との政党研究の枠組みが定着してきたが、今日のラディカル左翼勢力は、こうした枠組
みでは十分にとらえきることができないと思われる。たとえば、ラディカル左翼政党研
究では、共産党の後継政党が中心的な研究対象とされ、社会民主主義政党は視野の外に
置かれてしまうため、現在のコービン率いるイギリス労働党やアメリカ民主党内でのサ
ンダース旋風のもつ意味を適切に評価することができていない。これまでの政党系列を
横断する政党の変化が生じていることを認識する必要があると思われる。
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党（movement party）」という新しい政党モデルをつくり出すという課題である
（della Porta 2017）。既存の二大政党が新自由主義的カルテル政党へと変貌し市
民社会から遊離したことが、民主主義を空洞化させてきたのだとすれば、新し
い政党モデルの構築は民主主義の再建にとって不可欠の課題だと言えよう。

むすびにかえて

本論文では、近年ヨーロッパで台頭しているラディカル左翼勢力について、
その台頭の歴史的背景を探るとともに、どのような特徴をもっているのかを検
討してきた。共産主義、社会民主主義、アナーキズムなど多様な左翼運動が、
合流している点は歴史的に見ても非常に画期的なことであると思われる。
しかし、多様な勢力から構成されるがゆえに、今日のラディカル左翼勢力は
思想的あるいは理論的に多くの課題を抱えている。そうした課題の一つして、
現実にラディカル左翼勢力のなかで分岐と対立を引き起こしているのが、EU
にたいしてどのような態度をとるのかという問題である。最後に、ごく簡単に
ではあるが、この問題について検討を加えて本論文のむすびにかえたい。
ヨーロッパの左翼勢力にとって、ヨーロッパ統合は難問であり続けてきた。
グローバル化した資本主義を実効的に規制していくためには、国民国家では限
界があり何らかのかたちでの超国家的な枠組みが必要となるが、他方、戦後ヨー
ロッパで現実に進められてきた EC・EU による統合は、明らかに資本主義的で
新自由主義的なプロジェクトとみなされてきたからである。そのため、既存の
ヨーロッパ統合の枠組みを利用することで、グローバル資本を規制し社会主義
的な目的を実現することができるのかという点をめぐって、左翼の内部では常
に分岐が生じてきた（Dunphy 2004 ; Hudson 2012）。
今日のラディカル左翼も、EU（ないしユーロ圏）にとどまるべきか、それと
も離脱すべきかという問題に直面している。ギリシアのシリザ主導のチプラス
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政権は、EU・ヨーロッパ中央銀行・IMF との金融支援をめぐる交渉のなかで、
緊縮策を受け入れるか、ユーロから離脱するかという選択肢を突きつけられた。
チプラス政権は、最終的にユーロ圏への残留のために緊縮策を受け入れること
になったが、その際、シリザの党内ではユーロ圏からの離脱を主張する反主
流派グループ（Left Platform）がこれに反発して離党している。また、2016 年
にイギリスで実施された EU からの離脱か残留かを問う国民投票でも、排外主
義的な離脱論だけではなく、左翼の立場から離脱を支持する議論――いわゆる
Lexit――が主張された。
ヨーロッパ統合をめぐって生じている今日のラディカル左翼内部の分岐は、
おおよそ三つの立場にまとめることができる。第一は、EU を内部から改革す
ることは不可能であるとして、離脱を主張する議論である（Lapavitsas 2011 ;
Streeck 2014 ; Kouvelakis 2016）。こうした議論では、EU が押しつけてくる緊縮
策に対抗するために、ナショナルな国家主権の回復が必要であると主張される。
第二の立場は、EU にさまざまな欠陥があるとしても、離脱するのではなく
内部にとどまって改革することをめざすべきだとする立場である（Baier et al.
2017, 2018）。ドイツ左翼党、フランス共産党、ギリシアのシリザなどからなる
「ヨーロッパ左翼党（Party of European Left）」が概ねこの立場であり、左翼的
な知識人のあいだでも主流的な議論である7。具体的には、ヨーロッパ議会の
権限の強化による EU の民主主義化や、EU 域内での社会権の統一的拡充、ユー
ロ圏内での財政調整制度の整備、金融市場規制の強化等の改革を通じた EU の
脱新自由主義化が主張される。
第三の立場は、第二の立場と同様に EU の改革をめざすべきだとしながら
も、離脱という選択肢も排除すべきではないとする立場である（Husson 2011 ;
Varoufakis 2016）。EU からの離脱を新自由主義的緊縮から脱却するための前提
条件であるととらえる第一の立場とは異なり、ここでは EU 離脱は、最後の手
段として位置づけられることになる。
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こうした議論を通じて問われているのは、グローバル化した資本主義を変革
していくための戦略だけではない。同時に問われているのは、人びとの反 EU
感情の高まりを背景にして台頭している排外主義的右翼にたいして、ラディカ
ル左翼がどう対峙するかという問題でもある。人びとの反 EU 感情を排外主義
的右翼に独占させないためにも、左翼の側からも EU 離脱を主張すべきだとす
るのが第一の立場であるのにたいして、第二・第三の立場は、EU 離脱を掲げ
ることは排外主義的主張を後押しすることになりかねず、排外主義には進歩的
で包摂的なインターナショナリズムを対置する必要があると主張する。いずれ
にせよ、今後これらの問題をめぐって、ヨーロッパ各国のラディカル左翼勢力
がどのような方向を打ち出していくのか、注視すべき点である。
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