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３．貿易ネットワークとしての６ヶ国：関税同

盟の経済的基盤

ドイツ・西欧間貿易は戦後西欧の復興・再生

の要であったが、それとともに、ＥＣＳＣ加盟

国間の貿易も急速に増大することになった。こ

のことは第10表～第13表から確認することが

できる。第10表はベルギー・ルクセンブルク

の地域別輸出シェアーと各国別輸出増加指数に

ついて、ＥＣＳＣ諸国向け、ＵＫ向け、そして、

その他の西欧諸国向けの３地域間の比較を行っ

たものである。この表によれば、ベルギー・ル

クセンブルクのＥＣＳＣ諸国向け輸出シェアー

は1951年、35.2％、1953年38.0％、1956年、

44.5％と拡大の一途を辿っているのに対して、

ＵＫ向け輸出シェアーはそれぞれ、10.7％、

7.7％、6.4％、そして、その他の西欧諸国向け

輸出シェアーはそれぞれ、12.4％、10.7％、

9.7％、と縮小の一途を辿っているのである。

またこの表は両国の輸出増大がドイツ向け輸出

の増加関数だけでなかったことを示している。
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両国の輸出増加指数はドイツよりもフランスと

オランダにおいて著しい増加を示しているので

ある。第11表はオランダの地域別輸出シェア

ーと各国別輸出増加指数について、上述の３地

域間の比較を行っている。ＥＣＳＣ諸国向け輸

出シェアーは1951年、34.4％、1953年、

35.7％、1956年、40.7％と拡大の一途を辿っ

ている。ＵＫ向け輸出シェアーはベルギー・ル

クセンブルクと同様の傾向を示し、それぞれ、

15.9％、10.7％、11.7％と縮小の一途を辿って

いるが、その他の西欧向け輸出シェアーはそれ

ぞれ、9.5％、11.3％、11.9％と若干の拡大を

示している。輸出増加指数はドイツ向け輸出の

増加関数だけでなく、イタリア並びにフランス

もドイツと同程度の増加関数となっている。第

12表はフランスの地域別輸出シェアーと各国

別輸出増加指数である。ＥＣＳＣ諸国向け輸出

シェアーはベルギー・ルクセンブルクとオラン

ダと同様に、それぞれ、15.4％、18.5％、

24.8％と拡大の一途を辿っている。ＵＫ向け輸

出シェアーは同期間、8.1％、5.3％、6.0％と

趨勢的には縮小傾向にある、といえるであろう。

その他の西欧諸国向け輸出はそれぞれ8.6％、

6.9％、8.9％とほとんど変化しなかった、とい

える。輸出増加指数はドイツ向け輸出が著しい

増加を示しているところに特徴がある。第13

表はイタリアの地域別輸出シェアーと各国別輸

出増加指数である。ＥＣＳＣ諸国向け輸出シェ

アーは1951年、21.1％から1953年、20.6％と

停滞を示すが、1956年には25.3％と拡大を示

し、趨勢的には拡大傾向にある、といえる。Ｕ

Ｋ向け輸出シェアーはそれぞれ、13 .5％、

7.2％、6.5％と先の諸国と同様の傾向を示して

いる。その他の西欧向け輸出シェアーはそれぞ
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第10表　ベルギー・ルクセンブルグの各国別輸出成長指数 
　　　　：1951年-6年 

（原資料）OEEC, Statistical Bulletins of Foreign Trade, Series Ⅱand ⅠⅤ 
（出所）A. S. Milward, The European Rescue  of the Nation-State, p. 169.

（1953年＝100） 

フランス 
ドイツ（西ドイツ） 
イタリア 
オランダ 
（ECSCの占める割合） 
 
イギリス 
（イギリスの占める割合） 
 
オーストリア 
スイス 
デンマーク 
ノルウェー 
スエーデン 
（5ヶ国の占める割合） 

137.1 
76.0 
73.6 
117.3 
35.2 

 
150.4 
10.0 
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169.6 
93.7 
118.2 
133.4 
12.4

100 
100 
100 
100 
  38.0 
 
100 
    7.7 
 
100 
100 
100 
100 
100 
  10.7

192.8 
153.2 
86.0 
172.4 
44.5 

 
115.2 
6.4 
 

111.3 
161.9 
107.8 
111.6 
123.0 
9.7

輸入国 1953 19561951

第12表　フランスの各国別輸出成長指数：1951年-6年 

（原資料）OEEC, Statistical Bulletins of Foreign Trade, Series Ⅱand ⅠⅤ 
（出所）A. S. Milward, op.  cit. , p. 170.

（1953年＝100） 

ベルギー・ルクセンブルグ 
ドイツ（西ドイツ） 
イタリア 
オランダ 
（ECSCの占める割合） 
 
イギリス 
（イギリスの占める割合） 
 
オーストリア 
スイス 
デンマーク 
ノルウェー 
スエーデン 
（5ヶ国の占める割合） 

100.5 
70.9 
77.1 
188.6 
15.4 

 
161.6 
8.1 
 

144.8 
134.6 
157.4 
118.2 
117.2 
8.6

100 
100 
100 
100 
  18.5 
 
100 
   5.3 
 
100 
100 
100 
100 
100 
   6.9

146.5 
168.7 
144.0 
144.4 
24.8 

 
130.4 
6.0 
 

177.9 
184.2 
134.8 
130.2 
98.0 
8.9

輸入国 1953 19561951

第11表　オランダの各国別輸出成長指数：1951年-6年 

（原資料）OEEC, Statistical Bulletins of Foreign Trade, Series Ⅱand ⅠⅤ 
（出所）A. S. Milward,  op.  cit. , p. 169.

（1953年＝100） 

ベルギー・ルクセンブルグ 
フランス 
ドイツ（西ドイツ） 
イタリア 
（ECSCの占める割合） 
 
イギリス 
（イギリスの占める割合） 
 
オーストリア 
スイス 
デンマーク 
ノルウェー 
スエーデン 
（5ヶ国の占める割合） 

85.9 
91.1 
90.0 
68.2 
34.4 

 
90.1 
15.9 

 
127.1 
88.5 
57.6 
96.7 
87.1 
9.5 
 

100 
100 
100 
100 
  37.0 
 
100 
  10.7 
 
100 
100 
100 
100 
100 
  11.3

122.4 
166.2 
172.1 
179.5 
40.7 

 
146.8 
11.7 

 
223.5 
140.9 
110.4 
123.9 
148.7 
11.9

輸入国 1953 19561951

第13表　イタリアの各国別輸出成長指数：1951年-6年 

（原資料）OEEC, Statistical Bulletins of Foreign Trade, Series Ⅱand ⅠⅤ 
（出所）A. S. Milward,  op.  cit. , p. 170.

（1953年＝100） 

ベルギー・ルクセンブルグ 
フランス 
ドイツ（西ドイツ） 
オランダ 
（ECSCの占める割合） 
 
イギリス 
（イギリスの占める割合） 
 
オーストリア 
スイス 
デンマーク 
ノルウェー 
スエーデン 
（5ヶ国の占める割合） 

102.4 
188.4 
76.6 
118.6 
21.1 

 
203.2 
13.5 

 
81.8 
89.7 
84.0 
139.4 
95.4 
12.0

100 
100 
100 
100 
  20.6 
 
100 
   7.2 
 
100 
100 
100 
100 
100 
  14.4

130.0 
195.1 
173.2 
189.9 
25.3 

 
127.8 
6.5 
 

188.1 
156.5 
102.9 
135.0 
118.0 
15.0

輸入国 1953 19561951



れ、12.0％、14.4％、15.0％と拡大しているが、

1954年以降の貿易拡大ブームを考慮にいれる

と、それ程の拡大とはいえない。輸出増加指数

は特にフランス並びにオランダ向け輸出がドイ

ツのそれよりも高い指数を示しているところに

大きな特徴がある、といえる。

以上のように、ミルワードはＥＣＳＣ６ヶ国

間の貿易ネットワークが関税同盟の経済的根拠

となったこと、を述べているわけであるが、と

りわけベネルックス諸国とドイツ間の三角貿易

とイタリアとＥＣＳＣ諸国間の貿易の発展はＥ

ＣＳＣ６ヶ国間の貿易ネットワークを一層強化

することになった、ということを指摘している。

まず前者に関してベネルックス諸国とドイツ間

の三角貿易はオランダとドイツ間の貿易を起点

にして発展した。オランダとドイツ間の貿易動

向はオランダとベルギー・ルクセンブルク間の

貿易動向を左右した。それゆえにドイツの役割

はベルギー・ルクセンブルクにとっては間接的

であった。それはともかく、三角貿易の発展は

ベネルックス諸国間の域内貿易を発展させるこ

とにもなったのである。次に後者に関して。イ

タリアの輸出は1955年以降ドイツのそれをも

上回る伸び率を示した。成長著しいＥＣＳＣ諸

国との貿易がとりわけ貢献したことはいうまで

もない。ＥＣＳＣ諸国向けの輸出シェアーは

1951年、21.1％、1956年、25.0％、1956年、

28.5％、と拡大の一途を辿った。また、このこ

とは一層の特化、技術競争の高まり、さらには

規模の経済の反映によるものであった。それは

また商品別構成の変化として現れた。当初の商

品、繊維、衣類、靴等の労働集約産業の商品に

変わって、自動車、バイク、タイプライター、

計算機械等の機械・耐久消費財の占める比重が

急速に高まってきた。これら２つの事例を通じ

て、ミルワードは関税同盟の優位性がＥＣＳＣ

諸国間に認識されてきた由縁を述べているので

ある。１）

４．オランダと共同市場の起源：ＥＣＳＣとＥ

ＥＣの架け橋としてのベイアンプラン

(1) フランスの関税同盟計画案とオランダの

立場

ミルワードは上述のような通商的トレンドが

どのように各国の通商政策に反映することにな

ったのか、その典型例としてオランダの通商政

策の変化をとりあげて論述しているので、われ

われもミルワードの論述に従ってみていくこと

にしたい。オランダは西欧諸国のなかでも、貿

易依存度が高く、しかもドイツとの貿易依存度

が最も高い国でもあった。それゆえに、オラン

ダが関税同盟の優位性について、西欧の他の諸

国よりも先駆けて認識することができたのも当

然至極であった、といえるであろう。ところが、

第２次大戦後のフランスによる関税同盟計画に

ついては、オランダは一貫して反対の立場をと

りつづけていたのであるが、それが欧州政治共

同体計画提案が現れると、これまでの態度を一

変して、欧州政治共同体計画に積極的に参画し

ていくことになるのである。従来、オランダ政

府は専ら軍事的安全保障問題に限定し、それも

ＵＫとＵＳとの大西洋協力に委ね、大陸欧州と

のいかなる軍事同盟にも関心を抱いていなかっ

たのであるが、欧州政治共同体計画が提案され

ると、政府はこの計画の経済的基盤が関税同盟

であるべきだ、と提案し、経済的安全保障をも

含めた幅広い安全保障概念を打ち出すことにな

ったのである。それは何故か。この点を明らか

にするためにも、当初フランスの関税同盟案に

見向きもしなかったオランダの立場をまずもっ

て明らかにしておくことが必要であろう（第１

図参照）。

フランスの関税同盟計画案は都合３回提案さ

れた。まず第１回目の提案に関して。オランダ

はすでに1945年に、ベルギー・ルクセンブル

クとともに、フランスとの間で経済相互協定を

結んでいたのであるが、1946年１月、フラン
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第１図　欧州関税プラン１９４７年－１９５８年 

　　　　プランの枠組とタイプ 

年 ６ヶ国 

欧州石炭鉄鋼共同体 

（部門共同市場） 

欧州関税同盟 

研究グループ 

（関税同盟） 

フリタルックス 

（通貨協定；後の関税同盟） 

ベネルックス 

（世界大の関税削減） 

プフリムリン・プラン 

（世界大の関税削減） 

GATTプラン 

（世界大の関税削減） 

イギリス・プラン 

（世界大の関税削減） 

スティカー・プラン 

（部門関税同盟） 

ペラ・プラン 

（世界大の関税削減） 

ペッシェ・プラン 

（投資銀行と特恵関税削減） 

プランG 

（工業製品の自由貿易地域） 

欧州自由貿易連合 

（工業製品の自由貿易地域） 

（出所）W.A.Brusse,  Tariffs,  Trade  and  European  Integration,  1947-1957, p. 6.

オリーン・プラン 

（特恵関税削減） 

ストラスブルグ・プラン 

（欧州海外地域の特恵連合） 

欧州商品リスト 

（関税削減） 

ベイアン・プラン 

（関税同盟） 

欧州経済共同体 

（共同市場） 

欧州審議会 OEEC

Framework and type 
of plan

GATT
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1950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1951 
 
 
 
1952 
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スはこの協定に代わって、ベネルックス３ヶ国

との関税同盟計画ないし差別的な貿易地域計画

を提案した。しかしながら、オランダはドイツ

も含めた広域地域の関税同盟計画でなければ、

なんらオランダの国益に適うものではない、と

してフランス提案を退けたのである。第２回目

の提案は1947年、欧州経済協力評議会の会議

中に行われた。この提案はＵＳがマーシャル援

助の対価として求めていた欧州統合計画に一部

応じる形で行われたが、オランダにしてもベル

ギーにしても、当時、ドイツのコントロールと

ドイツの弱体化に関心があり、ドイツ経済の速

やかな再建にはあまり関心を示していなかった

ので、フランスの関税同盟計画案がさらに深め

られることにはならなかった。イタリアもまた

フランスとの間での関税同盟計画を提案し、関

税同盟の条約草案さえも作成したが、ＵＳ向け

のプロパガンダを越えるものではなかったし、

草案そのものも余りにも保護主義的な内容のも

のであった。第３回目は1949年10月のＯＥＥ

ＣにおけるＵＳの要請に応じて、フランスがこ

れまでの諸提案の修正版を提出した。修正版の

内容はフランス、イタリアとベネルックスの５

ヶ国で多角的な決済同盟を結成しようというも

のであった。ＯＥＥＣでは、すでにイギリス提

案の割り当てに関する段階的撤廃計画を承認済

みであったのであるが、この修正版はＯＥＥＣ

の計画よりももっと迅速に域内貿易の非関税障

壁の撤廃を謳ったのであった。オランダはこの

修正版に関して、イギリスやフランスなどの大

国が関税を利用することを許す一方、オランダ

などの小国に制限の撤廃の強要・拡大を認めさ

せるものである、と見做して冷淡な態度をとっ

た。実際、フランスは既存の関税引き下げに関

しては、ＧＡＴＴの領域問題として斥けていた

のである。さらに、オランダはこの同盟計画に

関して、イギリスとドイツの参加を望んでいた

が、イギリスは早い段階で、この計画に参加し

ない意思表示をしたこともあって、この計画も

日の目をみることはなかったのである。２）

(2) ＯＥＥＣの貿易自由化計画とオランダの

通商利害

ＯＥＥＣの貿易自由化計画はほとんどオラン

ダの通商利害に配慮した計画ではなかった。貿

易自由化プロセスは政府勘定の輸入を免除して

いた。とりわけオランダの商品輸出の約40％

を占めていた農産物はイギリスでもドイツでも

政府勘定に入れられていた。また、民間貿易の

輸入割り当ての撤廃計画の基準年、1948年は

各国とも低い輸入水準であったが、とりわけド

イツは際立って低水準の国であったために、容

易にこの撤廃計画を達成することが可能であっ

た。さらに、この計画は国際収支問題に陥った

諸国に対する避難条項も寛大であった。イギリ

スは1951年末に、フランスは1952年にそれぞ

れ避難条項に訴えたのである。それゆえに、イ

ギリス、フランス、ドイツの西欧３大市場はオ

ランダにとって閉ざされたままであったのであ

る。その一方、輸入割り当て撤廃計画によれば、

1949年12月までに、1948年基準年の輸入割り

当て制限の50％、1950年６月までに60％、そ

して、1960年12月までに75％がそれぞれ撤廃

目標として定められていたのであるが、このこ

とは近代化・工業化政策の推進を計りたいオラ

ンダの利害を大いに損なうものであった。とい

うのは西欧各国は広範囲にわたる輸入割り当て

を実施していたからである。西欧各国は戦後復

興期の工業化ブームのなかで、原材料輸入の数

量制限を撤廃する一方で、食糧輸入の割り当て

はいうまでもなく、工業製品についても不必要

だと思われる輸入割り当てを実施していたので

ある。したがって、オランダは計画の実施にし

たがって、自国の工業化・近代化にとって必要

と思われる工業製品の輸入割り当ての撤廃を迫

られる一方、自国の有力な農産物輸出について

は全くこの計画からは利益を得ることはなかっ

たのである。それゆえにオランダがＯＥＥＣの
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貿易自由化計画の最後の調印国であったのも無

理からぬところがあったのもうなずけるところ

である。だが、オランダの苦境はこれだけにと

どまらなかった。

ＧＡＴＴの関税引き下げ交渉もオランダの通

商利害にとって芳しい結果をもたらすものでは

なかった。1949年アヌシー・ラウンドでの妥

結は控え目な関税引き下げに留まり、さらに、

1950年～51年のトーキー・ラウンドにおいて

もＧＡＴＴのような世界最大の機構では概して

みられる保護主義を声高に叫ぶ勢力が幅を利か

せたのである。このことは戦間期の関税交渉パ

ターンの繰り返しであった。オランダなどの低

関税諸国グループはオーキー協定においてもオ

スロ協定においても、高関税の大国諸国に一致

して関税の引き下げを要請したが、いずれも大

国の利害に押し切られるはめになっていたので

ある。それはともかく、ＧＡＴＴの関税引き下

げ交渉の見通しは当時オランダにとって必ずし

も展望を拓くものとはなっていなかったのであ

る。さらに、戦後一貫して続いた国際収支の赤

字問題もオランダの苦境を一層深める要因であ

った。戦後のオランダの産業政策は工業部門の

近代化と農業部門の合理化を計ることにあっ

た。産業の近代化は必然的に輸入増大を招くこ

とになった。国民所得に占める輸入比率は

1947～49年、33％足らずから、1950～1951

年、40％以上に上昇した。その結果として、

オランダは慢性的な国際収支赤字に見舞われる

ことになった。ところで、オランダ政府は国際

収支赤字の転換として、戦時中ベネルックス３

ヶ国の亡命政権で合意されていた経済同盟に期

待をかけていたが、実際にはオランダの一方的

な赤字であった。というのはオランダの食品輸

出はベルギーの輸入割り当てによって制限され

る一方、オランダの製造品輸入はＯＥＥＣの貿

易自由化計画によって割り当ての撤廃を強いら

れる、ということになっていたからである。そ

こで、オランダ外相、ダーク・スティカーはこ

の打開策としてＥＣＳＣの例に倣って、「部門」

統合計画を提案した。

この計画は1950年４月前後のＯＥＥＣにおけ

るオランダの経済苦境に関する集中審議に端を

発し、６月、外相スティカーによる提案として

ＯＥＥＣに提出されたものであった。この提案

の内容は「部門」統合の長期的プロセスを通じ

て割り当てと関税を撤廃し、貿易自由化の実現

を計ろうという行動プランであった。すなわち

ＯＥＥＣが諸部門のコスト均等化のために、西

欧製造業に関する産業毎の詳細かつ包括的な研

究を実施し、そして、製造品の完全な貿易自由

化が実現するまでの繋ぎとして自由化が可能な

「部門」を捜し出す、というものであった。Ｏ

ＥＥＣはこの点に関して、予備的研究を実施し

たけれども、ＯＥＥＣ全域でこの計画に適合す

る産業を捜し出すことはできなかった。それは

ともかく、各国政府の反応は若干の政府がこの

計画に熱意を示したけれども、イギリス政府は

特に冷やかな反応を示したのである。それゆえ

に、スティカーはこの計画の挫折をイギリス政

府のせいにした。スティカー提案の実現可能性

はＯＥＥＣ全域ではなく、ＥＣＳＣの６ヶ国に

限定すれば、その可能性もあるとして、オラン

ダ政府も交渉に乗り気になったが、スティカー

自身はこの交渉には賛成しなかった。なお、

1950年11月には、フランスが外国貿易の80％

に関して西欧の関税引き下げという新たな提案

を欧州評議会に提出したが、20％の免除はオ

ランダの農産物の貿易自由化を意味するもので

はなかったので、オランダ政府は当然の事なが

ら、フランス提案に反対した。結局のところ、

スティカー提案は２つのわずかばかりのなぐさ

めをもって葬りさられることになった。ＯＥＥ

Ｃはオランダの場合には、1951年２月までに、

貿易自由化計画の75％目標を達成することが

設定されていたが、ＯＥＥＣはこの達成時期の

延期を承認したのである。もう一つはオランダ

が1951年初めに、ベルギー・ルクセンブルク
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とともに、ＧＡＴＴでの関税引き下げ交渉のた

めの共同提案の機会を得たことであったが、そ

の交渉もオランダの期待に添うものにはならな

かったのである。ところが朝鮮戦争を契機にし

て、アメリカ・サイドの要請によるドイツの再

軍備問題がヨーロッパ・サイドに突きつけられ

ることになったが、このアメリカの要請に対し

て、ヨーロッパ・サイドは仏首相プレヴァンに

よる欧州防衛共同体構想で応えることになっ

た。この構想の登場は思いかけずも関税同盟創

設のチャンスをオランダに与えることになっ

た。３）

(3）欧州防衛共同体（ＥＤＣ）・欧州政治共

同体（ＥＰＣ）とベイアン・プラン

欧州統合プロセスはプレヴァン・プラン発表

以後、欧州防衛共同体並びに欧州政治共同体の

創設に向けて動きだした。オランダ外交はこの

展開のなかで、自国の通商利害に適う関税同盟

創設の機会をつかむことになる。オランダ外相

ベイアンは1952年９月のルクセンブルク会議

（ＥＣＳＣの６ヶ国外相会議）において、政治

統合問題だけでなく、経済統合問題も併せて検

討すべきことを訴えた。この会議では欧州政治

共同体創設案が採択されたが、この会議終了後、

オランダは早速、今後の欧州統合政策の対策と

して研究報告書を作成した。この報告によれば、

オランダの要求する通商的枠組が設立されない

ならば、今後予定されている連邦機構に参加す

べきでないことを勧告するとともに、６ヶ国の

外相による個別経済研究グループを設立するこ

と、を提案していた。なお、この研究グループ

がどのような命題を検討することになるかにつ

いては、官僚は悲観的・慎重な勧告を述べたが、

ベイアンは関税同盟創設がＥＰＣ条約草案に記

述されるべきだ、と明確な態度を示した。

ベイアン・プランは1953年３月に明確な輪郭

をとることになったが、そのときにはＥＤＣ条

約はフランスにおいて批判の矢面にたち、結局

1954年８月30日にはフランス国民議会におい

て、ＥＤＣ条約の審議打切り・批准拒否にあい、

ベイアン・プランもその時点では日の目をみる

ことにならなかった。それはともかく、ベイア

ン・プランは「諸政府が自動的、不可逆な関税

引き下げを通じて、厳格に定められた期限内に

域内関税の撤廃と対外共通関税の創設にコミッ

トし」、「欧州基金が計画の履行にともなう経済

的困難に陥った諸国に対しては財政的援助を供

与する」、４）という関税同盟計画案であった。こ

の考えはＥＣＳＣの経験にならったものである

が、関税問題に対する新思考といえるものであ

った。ベイアンはこの計画により、各国間の関

税交渉の長き歴史を終わらせることになるであ

ろう、と期待したのである。もちろん、この計

画がオランダの通商利害を充たすであろうこと

はいうまでもない。ベイアン・プランは1953

年４月に一度だけ内閣の討議にかけられた。デ

リース首相は当面のＥＤＣ条約がこのままでは

フランスで批准されないし、さらに、フランス

での批准を容易にするために条約の修正も各国

の理解をえることがないであろう、と確信して

いたが、オランダの通商利害を体現しているベ

イアン・プランを取り下げてまでフランスの批

准に協力するつもりは全くなかった。一方、内

閣唯一の連邦主義者であるマンスホルト農相は

フランスの批准を優先し、経済統合問題は後回

しにすべきだ、と主張した。さらには閣僚のな

かにはベイアンが考えていた以上の見解をもつ

ものもいた。ジルストラ経済大臣がその人であ

る。彼の見解はベルギー政府の見解に近いもの

であり、ベイアンプランで示されている単なる

関税同盟計画ではなく、租税政策、賃金政策、

物価政策そして雇用政策に関する共通政策を求

める共同市場計画であった。このように、閣僚

間には様々な見解があった。それでは次に、ベ

イアン・プランに対する各国の反応をみておこ

う。

まずベネルックス関税同盟の一員であるベル
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ギー政府の反応からみていくことにしよう。ベ

ルギーの反応はＥＣＳＣの場合と同様に、ベル

ギーの高レベルの賃金・福祉給付が防衛されな

ければならない、という立場であり、現状のベ

ネルックス関税同盟が政策調和を欠いているた

めに、ベルギー・オランダ間のコスト均等化を

阻害していることからも、ベイアン・プランで

示されている単なる関税撤廃は不均衡を拡大す

ることになり、ベルギーの経済的利害を充たす

ものにはならないであろう、という見解を示し

た。むしろベルギー政府の多く、代表的にはツ

ェーランド外務大臣とムウリス通商大臣は関税

同盟よりも西欧通貨の交換性回復と資本の自由

移動の方が各国間の不均衡縮小に役立つであろ

う、と考えていた。彼等は1953年５月12日～

13日のパリ外相会談の前に、ドイツのエアハ

ルト経済大臣との会談で、西欧全域での関税引

き下げ、と、西欧諸通貨とドルとの交換性回復

を達成されるべき目標であり、ベイアン・プラ

ンはむしろこれら目標を阻害するものになるで

あろう、ということで見解の一致をみたのであ

る。ところが、このような見解の一致は関税同

盟構想に関する両国間の不一致を覆い隠すこと

になった。ベルギーは関税同盟構想には福祉・

賃金レベルの調和のための共通政策の必要性を

もとめていたが、このことはドイツにとっては

あまりにも干渉主義的なものである、として受

け入れがたいものであった。それはともかく、

ベイアン・プランはドイツの主権回復という対

外政策目標には合致するものであったし、ドイ

ツ産業にとっては有益な次善策であったことも

事実であった。ではイタリアの反応はどうであ

ったか。イタリアもまたベルギーの立場と同様

で、経済政策調整が必要性である、というもの

であった。なおミルワードはフランスの反応に

ついては特にここでは言明していないが、ブル

ッセによれば、フランスの反応は曖昧で複雑な

ものであった、としている。このような各国の

反応もあって、小国オランダが強力なリーダー

シップを発揮して、関税同盟計画を推進してい

くわけにはいかなかったのはしかたのないとこ

ろであろう。1954年初めには、ＥＤＣとＥＰ

Ｃはあらゆる意図と目的にとって死に体であっ

た。ベイアン・プランの論議は「活力とセンス」

を欠くものになったが、かえって現実性をもた

なくなったがゆえに、論議の内容は大胆且つ広

範囲になった。例えば、「西欧は共通通貨と共

通通貨政策をもつべきか」、「ドイツ中央銀行の

通貨政策が他の諸国に適用されるべきか」、「労

働移動の自由化」、「職業資格の相互承認」、「欧

州会社法」、「自由な資本市場」、「共通の労働安

全基準」、「製造品・食品の共通標準」等々であ

る。５）

(4) メッシナ会議とベイアン・プランのリニ

ューアル

欧州統合の聖人といわれるモネとシューマン

は1954年８月30日、フランス国民議会におけ

るＥＤＣ条約の審議打ち切り、すなわちＥＤＣ

条約批准拒否後、政治統合の灯を消させないた

めにも、部門統合である欧州運輸共同体と欧州

エネルギー共同体の創設を目指す運動に邁進

し、ベイアン・プラン＝関税同盟計画には一顧

だにしなかった。しかしながら、現実にはベイ

アン・プランはベネルックス３ヶ国の共同提案

としてその後の統合論議の中心を占めていくこ

とになった。

ＥＤＣ崩壊後、フランス首相マンデス・フラ

ンスは1954年10月26日、独との経済関係強化

のための２国間協定を結んだ。協定の中身は欧

州並びにフランスの海外領土での貿易・投資拡

大、さらにはモーゼル地域の運河網建設であっ

た。このような仏独間の経済関係強化は小国、

特にベルギーとオランダの懸念を生むことにな

った。すなわち両国はこのような大国同士間の

直接的な取引がこれまでの歴史でもみられてき

た小国の犠牲のもとで遂行されることになるの

ではないか、という懸念を抱いたのである。そ
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こで、ベルギー外国貿易省官僚のスノイ・エ・

ドピュール伯爵によって大国の動きを牽制する

ために、次のような提案を行ったのである。彼

はＯＥＥＣの参加諸国が工業製品に関して、漸

次的に関税を引き下げ、低関税地域、さらに自

由貿易地域へ、と移行し、次いで最終的にはＧ

ＡＴＴ規定に沿う形での関税同盟の現実を目指

すべきだ、という提案を行ったのである。しか

しながら、オランダ外相ベイアンは仏独経済関

係の強化を優先し、ＥＣＳＣ６ヶ国の枠組をな

いがしろにするマンデス・フランスが政権の座

にあるかぎりは自らの計画が日の目をみること

はない、と考えていた。また、ベイアンはスパ

ークとモネが推進しようとしていた部門統合、

すなわち運輸部門とエネルギー部門に対しても

批判的であった。運輸部門に関しては、オラン

ダが競争力を有する部門であり、その計画はオ

ランダの優位を揺るがせることになりかねない

し、エネルギー部門に関しては、スパーク提案

に示されているように、エネルギーが保護の対

象となるならば、石炭産出高の補助金と石油輸

入に対する課税が恒久的に制度化され、オラン

ダにとっては過分の負担を負わされることにな

りかねない、というのがベイアンの批判の根拠

であった。

1955年４月２日、スパークとモネはベイア

ン・プランを無視して、自らの提案、すなわち

エネルギー分野と運輸分野のための新たな最高

機関の創設を求める提案、をＥＣＳＣ外相に送

付し、ＥＣＳＣ総会において検討することを要

請した。一方、ベイアン・プランが関税同盟か

ら経済同盟の道筋を通じて欧州経済統合の実現

を目指すために、ベネルックス各国の外相に再

発行された。ベネルックス各国の外相は西欧諸

国家の将来に関して、欧州自由貿易地域計画、

部門統合計画、６ヶ国による関税同盟計画、と

いう３つの異なる提案に直面することになっ

た。そこで、ベネルックス３ヶ国の外相はこれ

ら提案に対応するために会議を開き、２つの行

動方針を決定した。まず第一の行動方針はスパ

ーク・モネ提案の中身を薄めることであった。

３ヶ国外相は運輸分野に関しては共同投資資金

によって支援される道路建設、輸送の電化、そ

の他の輸送改善の共同開発計画を支持するが、

共通運輸政策には反対すること、エネルギー部

門に関しては、原子力エネルギーの共同研究計

画に留め、共同生産まで進めないこと、さらに

その他のエネルギーに関しては、協力強化に留

ること、を確認した。第２の行動方針は関税同

盟と自由貿易地域との両立が可能である、とい

うことを確認した。なお、ベイアン・プランは

関税同盟から共同市場への発展を目指すものに

変更された。関税同盟の実現に関してはタイム

スケジュールの必要性がベイアンの強い要請に

よって確認されたが、共同市場段階で必要とさ

れる共通政策の導入時期については一切明示さ

れなかった。それはともかく、関税同盟と自由

貿易地域との両立が可能だというベネルックス

の考えはフランスを除けば、他のメンバー諸国、

特にドイツとの交渉を容易にすることになっ

た。1955年５月、ベネルックス提案はスパー

ク・モネ提案とともに、メッシナ外相会議にお

いて論じられ、その結果、両者の提案の一層の

研究がスパークを委員長とする特別委員会に委

ねられ、ＥＤＣ崩壊で頓挫していた欧州統合の

道が再開されることになったのである。６）

(注１) A.S.Milward, The European Rescue

of the Nation-State, pp.167-173. 

(注２) Ibid., pp.173-176. なお欧州関税削減プ

ランの概要については次の文献を参照さ

れたい。W.A.Brusse, Tariffs, Trade

and Eropean Integration, 1947-1957,

Macmillan Press LTD, 1997, オランダ

の 共 同 市 場 の 立 場 に つ い て は 、

R.T.Griffiths-W.A.Brusse,  "The Dutch

Cabinet and the RomeTreties", in

E.Serra, ed., Il Rilancio Dell'Europa E
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I Trattati Di Roma, 1989, pp.461-493. 

(注３）A.S.Milward, op. cit., pp.176-185.

(注４）W.A.Brusse, op. cit., p.148.

(注５）A.S.Milward, op. cit., pp.186-192.

(注６）Ibid., pp.192-196.
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