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第5節 政治的解決の探求

（1） 欧州農業共同体計画：フリムラン・プラン

とマンスホルト・プラン

　ミルワードは前節でみてきたように、フラン
スの余剰農産物問題に関して、この問題の解決
策が欧州の枠組みでしかない、ということを具
体的に小麦・砂糖・酪農品を例に挙げて、実証
的に検証してきた。ではこの問題の解決は結局
のところ、政治の舞台での解決とならざるをえ
ないのであるが、西欧諸国の農業利害は国毎に
大きく異なっているために、政治の舞台での解
決を探ることはなかなかの難事とされていたの
である。政治的解決の第一歩は1950年、欧州石
炭鉄鋼共同体計画と欧州農業共同体計画とを連
結させた連邦主義者フリムランの政治的キャン
ペーンによって踏み出された。1）

　フリムランはシューマン・プランが熱烈な歓
迎をもって迎えられた外交環境を利用して、自
らの政治的見解に合致する農産物余剰問題の
解決を計ろう、と政治的キャンペーンを開始し
た。フリムランは1950年5月、モネに手紙を送
り、この問題解決に尽力してくれることを要望
した。フリムランの同僚でもある当時の農相・
ガブリエル・バレリーもまたモネに手紙を送
り、欧州農業共同体と欧州石炭鉄鋼共同体を関
連づけることを要望した。バレリーはその手紙
のなかで、次のように述べた。「ドイツ向けのフ
ランス農産物輸出は漸進的な経済同盟の実現の
展望においてのみ有効な解決を見いだす」2）と。
フリムランとバレリーは1950年6月12日－15
日、彼等が所属するMRP国会議員（126人）と
共同して欧州農業に関する国際会議開催を提案
し、政府にこの提案を認めさせることに成功し
た。フリムランは議会演説で、「共通行政機関で
ある欧州機関と小麦、砂糖、飼料穀物、酪農品、
肉製品、油脂の共同市場の可能性に関する交渉
に着手することを政府に要望した」3）。だが、フ

リムラン計画が農業者団体・農民に熱烈な歓迎
をもって受け入れられたか、というとこれはま
た事情が違うといわざるをえないが、それはさ
ておき、7月3日、農相に復帰したフリムランの
政治的キャンペーンの場は国際舞台に移り、8
月10日、欧州審議会の諮問総会という国際舞台
で展開されることになった。実際の提案者はフ
リムランの同僚でもあるシャルペンティエール
（MRP所属）によってなされたが、彼は「西欧農
産物のための共同市場の可能性を研究する小委
員会の設立」を提案した。同じ提案は8月22日、
討議に付するためにフランスの閣議にも提出
されたが、シャルペンティエール提案は諮問総
会で承認され、小委員会の設立が決議された。
このように、フリムランの政治的キャンペーン
は内外で展開されることになったが、まず最初
に、フリムランの国内活動をみていくことにし
よう。
　フリムランは1950年7月初め、自らの提案を
政府提案とするために、省庁の役人並びに独自
の行動をとってきた農業生産者団体の代表者で
構成される合同委員会の召集を決定した。第1
回召集は8月2日、パリ農務省で開催された。合
同委員会参加者は石炭鉄鋼共同体を模範とすべ
き欧州農業共同体創設に適用する原則と手段を
明確にすることに努めた。参加者は対象とする
農産物については、小麦、砂糖、ぶどう酒、バター
に限定すべきだ、とした。しかしながら、将来
の共同体の次元については、意見の一致がみら
れず、マエストラッチは当初、近隣諸国とイギ
リスの参加が参加する共同体を願ったが、専門
家はバター市場に関しては、デンマーク、ぶど
う酒市場に関しては、ギリシャとスペインを含
む緩やかな組織化を強く勧めたけれども、イギ
リスの参加を拒否した。農業生産者は農業部門
に関する指導的運営を願い、①共同体加盟諸国
間の国境の漸次的開放と共同体内での欧州特恵
システムの設立、②欧州特恵原則に基づいて各
国の余剰・備蓄・輸入の配分に関する欧州政策
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の作成による数種の農産物の生産・市場の共同
機関、超国家的権限を有しない1つないし幾つ
かの欧州事務局（ビュロー）がこの政策実施を
任される、という2つの方針を明確に打ち出し
た。一方、農務省の役人は超国家的権限を有す
る機関の設立を支持した。両者間での一致点は
4品目の農産物に関する欧州農業共同市場組織
化の研究であった。4）

　8月11日、フリムランは7月12日決議で持ち
出された論議を再開し、政府に欧州農業政策の
方針を説明し、小麦、砂糖、ぶどう酒、バターの
それぞれの市場の欧州化を強く求め、機関創設
の必要性を強く訴えた。この機関の機能につい
ては、フリムランは次のように述べている。「①
農産物の販路と価格安定の保障、必要な場合に
は、備蓄の運営と報告によって。②欧州特恵に
基づいて共同体加盟諸国の輸出入問題を解決す
る。③生産を規制し、各国農業の生産・投資計
画の調整、④過渡期中、単一市場を達成する必
要がある各国経済の適用問題の容易化を計る。
このためには、一定の望ましい調和・変化と人
為的な価格の相違の撤廃を保障するために調整
システムと投資基金・転換基金の制度を考慮す
る」。5）9月5日、この提案は閣議で検討され、政
府は「シューマン・プランによって促された欧
州の主要農業市場の組織化計画の研究」にゴー
サインをだした。4品目の専門委員会が設立さ
れ、9月－10月にかけて、これら委員会の合同
委員会が頻繁に開かれた。10月5日、全体会議
は次のように総括した。農相と専門家は小麦と
砂糖の欧州市場、そして、一定の条件の下で、
乳製品とぶどう酒の欧州市場、の組織化原則に
合意した。彼等はフランス、ベルギー、ルクセ
ンブルグ、オランダ、西ドイツ、イタリアの参
加が必要だと考えていたし、一部の参加者はイ
ギリスとデンマークの参加を排除しないこと
を願った。彼等はまたシューマン・プランタイ
プの最高機関設置の原則を承認した。フリムラ
ンはこの最高機関の権限が条約によって定め

られる、と述べた。6）ただし、生産者サイドは
これら提案に批判的であった。小麦生産者はド
イツとの協定に熱心であったし、砂糖生産者は
西欧砂糖共同市場創設の必要性がないとしてい
たし、酪農家は超国家機関の設置に反対してい
た。7）

　10月10日、フリムランは閣議にこれら結論に
基づいてプランを示したが、ミルワードによれ
ば、このプランはいたずらに、過渡期が長引き、
農業共同体の創設を遅らせるだけであり、フリ
ムランの当初の野心的計画よりも後退したもの
であった、と結論づけている。8）そこで閣議に
提案されたフリムラン・プランの内容を概略し
ておこう。
　フリムラン・プランはジョン・ボイド・オー
ルとフランスの専門家からの着想によっている
が、9）次のようにまとめることができる。10）

〈目標〉
　全ての生産物は共通輸出入政策によって、自
由に処分される資源の共有と配分によって、共
同体特恵、備蓄と繰越の運営への依存によっ
て、もし可能ならば、生産・投資計画によって、
欧州市場の均衡と価格の安定化を図ること。た
だし、当面は、若干の農産物市場の統合を目指
す（小麦、その他穀物、バター、乳製品、砂糖、
ぶどう酒）。
〈過渡期措置〉
　過渡期措置の目的は加盟諸国間の関税障壁・
数量制限の撤廃、すなわちグループ内の貿易自
由化によって真の市場統合の漸進的実現であ
り、さらに、加盟諸国間の競争条件の均等化で
ある。競争条件の均等化のためには、加盟諸国
間の価格格差の原因となる差別的慣例・ダンピ
ング・補助金の排除、税制・保険料の統合・調和、
輸送料金の統合・調和、対外関税の統合・調和、
市場組織化の統合・調整が必要になる。ただし、
過渡期は競争条件の均等化と価格調整システム
が機能しない場合には延期される。
〈第3国との関係〉
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　第3国との正常な関係を維持するために統一
的・調和的な関税を設定する。
〈共同体機関〉
　小麦、砂糖、乳製品、ぶどう酒に関して設置
しているフランス版・オフィスを欧州次元に拡
大する。

　11月8日、フリムランは国民議会において、
フランス政府が欧州農業市場計画を提案するの
は石炭鉄鋼共同体協定が実現するまで延期する
必要がある、と述べたのであるが、11）これより
先、フリムラン・プランはオランダの関心、と
りわけマンスホルトの関心を引くことになっ
た。
　オランダは欧州でもデンマークに次ぐ農産物
輸出国であるが、戦後の農産物輸出環境はオラ
ンダにとって好ましい環境ではなかった。1947
年5月調印のベネルックス協定・農業条約議定
書はオランダの農業優位を認める内容ではな
かった。各国は農産物に関して最低価格の導入
を認められ、そのためのどのような措置も利用
することができたのである。オランダの農産物
はベルギー市場でもルクセンブルグ市場でも、
強力なライバル国であるデンマークを凌いで第
1位を占めることにはなったが、オランダ農民
の要求を充分に満たすものではなかった。この
ことは1948年1月、ベネルックス関税同盟の発
足によってもこの状況を変えるものではなかっ
た。オランダはこの状況を転換しようとして、
1950年10月、ルクセンブルグ条約草案の調印に
漕ぎつけた。ルクセンブルグ条約草案はオラン
ダの農産物輸出環境の一定の改善になるはずで
あった。それは次のような内容だった。価格決
定共同委員会が価格に関して合意に達しなかっ
た分野では、特定の農産物に関して自主的な調
停の実施、と、一定品目の農産物貿易に関して
割り当てを課す権利の放棄、がなされることに
なっていたが、12月、ベルギー政府は自国農業
団体の反対を受けて、ルクセンブルグ条約草案

の合意を拒否することになったし、ルクセンブ
ルグは価格決定共同委員会に残留していたけれ
ども、免除農産物のリスト作成を認められたの
である。12）

　1949年9月、オランダはドイツ連邦共和国と
貿易協定を結んだ。この協定締結はオランダ
の農産物貿易にも好影響をもたらした。実際、
1949年第4四半期、ドイツ連邦共和国への農産
物貿易は2倍になった。だが、12月には、ドイ
ツ農業団体はオランダの農産物貿易（ミルク、
バター、チーズ、卵）急増に直面して、輸入割り
当ての緩和・協定更新反対の政治的キャンペー
ンを開始した。翌年5月には、ドイツ農業団体
はオランダ農業団体との直接交渉に乗り出しも
したのである。こうした苦境は拙稿「欧州共同
体（EEC）とオランダ（中）」13）でも述べたこと
であるが、OEECの貿易自由化計画でもGATT
のアヌシー・ラウンド（1949年）でもトーキー・
ラウンド（1950年－1951年）でも改善されるこ
とはなかったのである。このような状況下、「グ
リーン・プール」計画を目指すフリムラン・プ
ランの登場はオランダのような農産物輸出国に
とっては願ってもないことであった。14）

　1950年6月10日、ステッカー外相（OEECの
現職議長）は閣議において、OEECによって
追及されている貿易自由化政策を実現するた
めに、部門毎の欧州経済統合の実現を提案し
た。しかしながら、マンスホルト農相はステッ
カー・プランで示されている欧州農業共同体実
現の手法・方法に関しては、農業の特殊性を全
く考慮していないために実現の可能性はない、
と批判した。マンスホルトによれば、農産物の
西欧域内貿易の自由化は関税撤廃によって達成
されるのではなく、各国の農業政策調整を通じ
て価格とコストの格差是正を計ることによって
達成されることになると。7月、マンスホルト
は欧州農業共同体計画作成を任された。まず、
マンスホルトはパリ在のオランダ大使・フラン
クを通じて現在進行中のフリムラン・プランの
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論議の情報収集に専念し、フリムラン・プラン
の概要を知ることになった。15）

　7月21日には、マンスホルトはオランダ独自
の欧州農業共同体計画に関する30項目に及ぶ
覚書を作成した。この覚書はまず農業が国際収
支赤字を相殺することに貢献することが大事
だし、外国からの農産物輸入を削減するために
は欧州農業生産の増産を計る必要がある。次い
で、各国農業生産条件の合理化と欧州市場の組
織化が各国の農産物特化に導く必要がある。こ
のためには、欧州農業基金設立が必要不可欠だ
し、この基金が農産物の「欧州価格」を調整・
決定する任務も負う必要がある、と述べている
のである。しかしながら、マンスホルトの見解
が閣議で了承をえるのに9月までかかった。こ
の間に、マンスホルトの提案はかなり削られた
が、まずマンスホルトは西欧域内貿易の農産物
価格の標準化と対外共通貿易政策の展開を求め
る欧州農業食糧コンファレンスを提案した。な
おここでマンスホルトが述べている「農産物価
格の標準化」（欧州価格概念〉の考えはフリムラ
ンの考えとも一致するものであった。16）

　11月、マンスホルト農相とフリムラン農相は
パリで、欧州農業共同体計画を論じるために会
談した。両者は欧州農業共同体設立と共通農業
政策の必要性については一致したが、仏蘭農業
状況の違いを反映して、統合政策・欧州農業統
合構築のアプローチに関しては両者間には相違
がみられた。まず第一に、フリムランは欧州の
枠組みでのフランス農業保護こそが肝要であ
り、このためには主要農産物市場の欧州組織化
によってのみ達成される、と考えた。一方、マ
ンスホルトはオランダ農業保護が農産物全てを
含む欧州域内貿易の発展、それゆえに農産物貿
易の完全な自由化並びに欧州価格安定化の選
好によって達成される、と考えた。第二に、マ
ンスホルトはフリムランの農産物オフィスの
設立ではなく、欧州農業基金の創設を強く勧め
た。というのもこの基金が共通農業政策の準備

措置となるからである。最後に、欧州農業共同
体の参加国に関しても、フリムランは当初、「ブ
ラック・プール」の6カ国に限定したのに対し
て、マンスホルトはOEEC加盟国全てを考慮に
入れていたのである〈両者のプランの詳細に関
しては、両プランの対照表を参照されたい〉。両
者間のアプローチの違いにもかかわらず、その
後も、フリムランとマンスホルトは欧州農業共
同体計画の実現に向けて、内外で政治的キャン
ペーンを展開していくことになるのである。17）

（2） 欧州審議会：シャルペンティエール・プラ

ンとエクレス・プラン

　フリムランの意向を受けて、MRPの同僚で
あるシャルペンティエールは1950年8月10日、
欧州審議会の諮問総会が西欧農産物共同市場の
可能性を研究する小委員会を設立するよう提案
した。8月16日には、農業・食糧小委員会の設
立が認められた。農業・食糧小委員会は早速、2
つの具体的提案、①短期的には、政府間協定の
締結、②中長期的には、「適切且つ恒久的な機関
設置」によって実現される共通農業政策、を行
う。18）この提案は8月26日、諮問総会で論じら
れた。総会では終始、フランスがリードし、シャ
ルペンティエール提案に基づいて、次のような
勧告を決定した。
「1．以下のような事柄を目的とする加盟諸国
の農相召集を閣僚会議に勧告する。
  a） 農業市場の経済分析と輸出可能な処分記

録を実施し、すべての国の生産者が自由
に情報を評価するための適切な機関の創
設。

  b） 農産物毎に長期協定の締結達成。直ちに
より良い農業市場の組織化を可能にし
て、また、完全に過剰な保護を避け、生
産と消費の発展を達成して。

  c） 平均生産予測に基づいて、一方では、偶
然的・例外的に増大した在庫の段階的解
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第16表　フリムラン・プランとマンスホルト・プランの対照表

フリムラン・プラン マンスホルト・プラン

地理的範囲

石炭鉄鋼共同体の6カ国並びにその他若干
の西欧諸国（イギリス、デンマーク）

OEEC加盟国の全て

一般的目的

西欧経済政治統合への貢献 貿易自由化に基づく西欧経済統合

農業の目標

主要な農産物、小麦、砂糖、酪農品、ぶど
う酒の段階的な市場組織的統合

欧州の農産物全ての欧州単一市場創設

経済的社会的目標

農業生産の発展を確実にするために：
・ 最もよい価格で、消費者の要求を充たす
ために

・ 消費水準の上昇を可能にして生産技術の
進歩と合理化の政策促進

・ 一般生活水準の向上
・ 西欧諸国と第3国間での西欧農業経済の
競争力アップ

農業生産の増大
・ 欧州の国際収支均衡化、とりわけ海外輸
入の削減を通じて

・ 西欧人口増大に対する増産要求に直面し
て
技術進歩の発展と生産条件の合理化を通
じて価格水準の引き下げ、一般生活水準の
向上のための農業生産性上昇を計ること

実現プロセス

4つの農産物あるいは農産物グループの市
場の漸進的組織化

貿易自由化政策の枠組みで農産物全ての
漸進的組織化
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政策実施

第1段階：農産物市場の組織化
・ 生産者と消費者の共通利害に基づく生産
拡大と生産性上昇に必要な経済的安全

・ 競争を平等化し、はけ口の安全を保障す
るために市場条件の漸次的組織化
農産物市場の漸進的統合
農産物市場の漸進的統合
・ 関税障壁の完全な撤廃
・ 貿易数量制限の撤廃
・ 加盟諸国内での自由貿易

人的措置：貿易障壁である関税と割り当て
の権利の全ての全面的撤廃による農産物
貿易の漸進的・完全な自由化
国別特化と農産物の原価引き下げを達成
するように農業活動の推進と生産条件の
不均等の縮小
欧州域外の諸国に対する欧州保護主義の
確立とグループ生産のよりよい立地

実施すべき措置

第1段階：共通基盤に基づく生産調整
・ 価格とはけ口の保障と安定化
・ 欧州域内貿易の拡大
・ 主要農産物市場の均衡化
実際的には、
・ 欧州生産のよりよい立地
・ もし参加諸国グループが余剰農産物を生
じるならば、もし生産過剰リスクが生じ
る可能性があるならば：備蓄、余剰農産
物の輸出、消費促進

・ 生産・投資計画の調整
第2段階：統合・調和
・ 各国の人為的な保護主義の撤廃による競
争条件の促進：差別的慣例、ダンピング、
補助金などの撤廃

・ 統合・調和
　―税制、保険料
　―輸送コスト
　―関税
・ 市場における価格保障メカニズムの調
整・統合

・ 「正常な欧州価格」の設定、世界価格を上
回るが、欧州域内貿易のために各国の価
格の平均で決定される

― 各国の保護主義的慣例の撤廃
― 生産と需要の均衡化のための報告と備
蓄運営の実現

― 農業開発の奨励と効率促進のための調
査

― 農産物生産の地域的特化あるいは国別
特化による欧州域内生産コストの削減

― 「欧州価格」の設定：欧州域外諸国との
貿易に関して最高価格・最低価格システ
ムに基づく



－   90 －

過渡期

関税・割り当ての撤廃並びに競争条件の平
等化を容易にするために不可欠だと判断
する
共同体機関として国境での一定の規制を
含む価格均等化メカニズムの確立を考慮
する必要性
平衡税システムの確立

農業部門の特殊性と諸国間の深刻な相違
を考慮した漸進的な考え。価格均等化シス
テムよりもむしろ、一時的に縮小された欧
州関税を維持して

第3国との関係

共通機関の義務
― グループで外国諸国との通商協定をコ
ントロールする

― 海外地域との単一的・調和的関税設立を
促進する

「輸入割り当て」決定を通じた
ある程度の保護主義的制度
欧州特恵

共同体と第3国の連合が期待される
しかし多角的価格協定を通じて、第3国産
の農産物輸入の厳密な規制と調整
欧州特恵

権限タイプ

超国家機関 超国家機関

他の機関との関係

― シューマン・プランの枠組み：
 欧州石炭鉄鋼共同体創設交渉と併行し
て欧州農業共同体創設交渉も

― 貿易自由化の尊重とOEECとの可能な
限りの関係

シューマン・プランの6カ国を模範とする 
農業組織化システムの探求であるが、
OEECの枠組みで。
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諸機関

1）1950年10月準備
・ 未確定：単数あるいは複数の欧州機関
・ 欧州オフィスの設立：各農産物あるいは
農産物グループに関して、小麦・砂糖・
ミルク・ぶどう酒市場を規制機能を果た
す。
2）1951年初めに
・ 農産物の欧州オフィス
・ 農業に関する欧州オフィスの補助機関：
資金調達が平衡税徴収によって確保され
る。
3）1951年3月29日覚書
・ 石炭鉄鋼共同体計画と類似した機関
　―最高機関
　―閣僚理事会
　―諮問委員会
　―総会
　―裁判所
総会と裁判所はブラック・プールとグリー
ン・プールと共用する
・ 欧州農業条約調印
・ 特別機関

1）1950年11月準備
・ 欧州農業・食糧委員会：生産者・消費者
の利害が示される委員会

・ 欧州農業基金
・ 総会：各国議会代表者で構成される
・ 裁判所
2）1951年準備される諸機関
・ 最高機関：非常に広範な超国家的な権限
を有する欧州農業・食糧委員会

・ 最高機関によって管理される欧州農業基
金

・ 農相理事会
・ 総会
・ 裁判所＝ブラック・プールの裁判所

（出所）G. Noël,. Du pool vert a la politique agricole commune,  pp. 171-174,  p. 177より作成。
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消、他方では、調達における偶然的・例
外的な赤字の場合には加盟国への救済、
が準備された具体的措置によって協定を
完全なものにすること。

2．欧州機関の創設を閣僚会議に勧告する。こ
の機関には加盟諸国の農相と政府専門官とと
もに、議会代表者、各国の農業団体機関の代
表者、あるいは正規の国際農業団体機関の代
表者が含まれる。この機関は生産と農業市場
の組織化のために創設されねばならないわけ
であるが、適切な権限の構造を研究・提案す
ることを任務としている」。19）

　欧州審議会は原則的に、農業部門に関する専
門機関の設置を支持し、11月22日、若干の修正
を受けて、運輸部門とともに、農業部門の超国
家的機関の設立支持を表明した。次いで、11月
25日、諮問総会は欧州農業機関設置の方法につ
いて研究するために、常設委員会の設置を決定
した（名称、農業特別委員会）。9名のメンバー
がこの任にあたることになった。イタリア：
MM．ベンべヌッチ、フランス：シャルペンティ
エール、イギリス：エクレス、デンマーク：フェ
デルスピエル、ドイツ：ゲルンス、オランダ：
リップ、トルコ：ウルグプル、の各メンバーで
あった。農業特別委員会は限定的であるが、現
実的な権限を与えられる欧州農業機関の輪郭を
明確にすることとなり、政治的様相を帯びるこ
とにもなった。フランスとオランダは欧州審議
会で強く勧められている機能的方法に基づく欧
州政治経済統合実現の展望を視野に入れて超国
家的な機関の設置を目指した。1951年1月11日
に召集された農業特別委員会は超国家的な農業
機関の設置を目指すシャルペンティエール報告
を巡って紛糾することになった。デンマークの
フェデルスピエルがまず超国家的な農業機関設
置に猛然と反対し、次いで、対案を提示しよう
としていたイギリスのエクレスもデンマークの
主張に同調した。エクレスは2月26日－27日の
農業特別委員会の召集の際に対案を提示した。

この対案はフリムラン・シャルペンティエール
提案への反論を目論んだものであった。イギリ
ス政府は憲法変更を引き起こす欧州政治同盟の
実現並びに専門機関の機能的方法を介した欧州
経済統合の原則に反対し、国家主権の侵害には
絶対反対の姿勢を明確にしていたのである。エ
クレス対案もこの政府の姿勢を反映したもので
あった。では両案の詳細は如何なるものであっ
たのか、論を進めるに先だって、若干整理して
おこう。20）

　シャルペンティエール・プランはフリムラ
ン・プランとマンスホルト・プランを模範とし
ていた。シャルペンティエール・プランは経済
プランに関しては彼独自のオリジナリティとい
うものはないが、政治プランに関しては欧州農
業共同体の制度的機構、特に超国家的な最高機
関の任務を明確にした、というところに大きな
特徴があった。
　シャルペンティエールは農業最高機関の任務
について次のように述べている。
「a） フリムランによって提案された措置と類

似措置によって、また、一定の欧州域内
保護主義を介して、欧州農産物の生産と
消費の均衡化

  b） 共同体内で取引される各農産物に関する
欧州価格の決定。欧州価格は世界価格を
参考にすることなしに生産諸国の平均原
価近傍に設定される。

  c） 割り当ての撤廃
  d） 欧州価格と各国価格間の格差に等しい平

衡税を設けること。平衡関税は欧州均等
化基金に充当される。

  e） 共通農業政策の運営
― 各国の生産計画調整
― 特化支援、技術進歩の普及
― 首尾一貫した信用・投資政策の整備

  f） 以下のような農業生産組織化政策による
農業市場統合を計画する。
― 生産コストと社会保険・税負担の漸進
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的調和
― 平衡税の段階的撤廃
― 共同体内での農産物の自由な流通」21）

次に農業最高機関の機構については次のように
述べている。
「a） 執行委員会：農相委員会によって多数決

で任命された共同体諸国よりも少ないメ
ンバーで構成される。それを支援するた
めに次のような機関を設立する。
― 諮問機関：生産者、加工業者、商人、
消費者の代表者で構成される。

― 技術専門セクション：統計サービス、
情報サービス、教育サービス、普及
サービス

  b） 欧州議会
― 上院：農相および代理人が席を占める
閣僚委員会

― 下院：農業共同体加盟諸国に所属する
欧州審議会の諮問総会の議員が席を
占める特別議会

  c） 裁判所：この創設は1950年11月4日批准
の欧州協定と人権の枠組みで決定され
た。」22）

　エクレス・プランは国際貿易問題、特に欧州
と他の世界との貿易問題との関係を重視する
観点で農産物貿易問題を考察していく必要が
あり、何よりも消費者の利害が侵害されるべき
でない、という立場を貫いている。エクレスは
フリムラン・プランやシャルペンティエール・
プランとは違って、古典的な自由主義的原理
に基づいていたがゆえに、世界的プランに関し
てはFAOとFIPAの枠組みで、欧州レベルでは
OEECの枠組みで、国際農業問題の解決を計る
ことにあったのである。そして、エクレスは特
に、欧州諸国と第3国との重要且つ緊密な通商
的関係を考慮に入れる必要があり、この点を無
視する計画には実現の可能性がないとし、さら
に、制度的分野に関して、農業そのものの性質
と欧州審議会メンバーの欧州域外利害を無視し

て、メンバー諸国の生産・輸入構造を変更する
権限を有する最高機関設置は排除すべきだ、と
断じたのである。しかしながら、当時、欧州の
大多数の諸政府はエクレスが懸念する最高機関
の設置を考慮していたとはいえなかったので
あるが、それはともかく、エクレスは対案とし
て、政府間に基づく欧州農業機関の設置を提案
した。この機関は実際には、各国市場に対する
介入権限も決定権限も有しない諮問機関であっ
た。23）

　エクレス・プランはスカンジナビア諸国の支
持を獲得したが、結局のところ、1951年12月
1日、欧州審議会において拒絶されることにな
る。この間の経緯を整理しておくことにする。
上でも若干触れたように、エクレス・プランは
1951年2月26日－27日の農業特別委員会にお
いて示されたが、イタリア委員ベンベヌチとド
イツ委員ゲルンはエクレス・プランがすでに
OEECで追求されている政策の枠組みを越える
ものでない、としてシャルペンティエール・プ
ランを支持した。ドイツ委員ゲルンは両案の決
着のためには、欧州審議会の加盟国政府による
コンファレンス開催を提案した。ところが、3
月29日、イギリスとデンマークの反対にでくわ
したフランス政府は農業特別委員会に両プラン
の妥協を促すように要請した。5月5日、農業特
別委員会は両プランの検討を秋のセッションま
で延期することを決定した。その結果、欧州農
業共同体計画は休止状態に置かれることになっ
たが、12月1日、欧州審議会は結局のところ、
エクレス・プランを拒否することになった。欧
州の大多数の諸国は欧州農業問題の解決のため
には、この問題の欧州化こそが大前提である、
ということについては充分に認識していたとい
うことである。24）
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（3） 欧州農業コンファレンス

①フランスの欧州農業コンファレンス構想
　1951年3月、フリムランはパリ条約草案が確
実視されるや否や、欧州農業共同体創設計画を
高らかに提唱するフリムラン宣言を発表すると
同時に、その討議のための会議、欧州農業コン
ファレンス開催の招待状を関係諸国に送った。
それも欧州農業共同体計画について協議をし
てきたオランダに相談することもなく、唐突に
関係諸国に招待状を送付したのであった。とこ
ろで、フリムラン自身は当初、招待状送付をパ
リ条約交渉国の6カ国に限定するつもりであっ
たが、政府部内、さらには農業団体（FNSEA）
などの反対もあって、欧州審議会を介して、
OEEC加盟17カ国に招待状を送付することに
なった。それはともかく、フランスのこのよう
なやり方は当然のことながら、オランダの反発
をかい、オランダ外相は4月4日、フランスの招
待を非難した。それにもかかわらず、オランダ
は幾つかの留保条件をつけて、フランスの提案
を承認した。留保条件とは、まず第一に、超国
家的機関設置を望まない諸国との協力形態を見
いだすこと、第二に、カナダとUSAを招待する
こと、第三に、現在この問題について欧州審議
会において論議中であり、しかもパリ条約批准
前の召集には反対、というものであった。5月
21日、オランダ農務省はまずコンファレンスの
任務の範囲を明確にすることであるが重要だ、
ということを指摘した。このコンファレンスと
欧州審議会、OEEC、特別独立機関との任務の
範囲の確定が必要だ、ということだ。25）

　次にイギリスの反応をみてみよう。イギリス
政府はすでに欧州石炭鉄鋼共同体創設の拒否に
みられるように、欧州農業共同体創設について
も反対の立場であった。1951年5月7日、イギ
リス外相ケネス・ヤンガーはこの問題がOEEC
に付託されるという条件でフランス提案に関与
していく、と述べた。同日、モリソン国務長官

はもっと明確に、フランス提案に関して、イギ
リスがフランスの招待を肯定的に受け入れたの
ではなく、OEECの枠組みで、欧州農業組織化
問題を検討するために参加するのだ、とフラン
ス大使パリスに伝達した。イギリスの狙いは超
国家的な農業機関設立に反対する欧州諸国の糾
合であった。26）

　5月28日、スエーデン外相はOEECあるいは
欧州審議会との協力の下で、フランスの提起
する問題を検討するが、スエーデンとしては
OEECの枠組みで検討することが望ましい、と
返答した。5月31日、デンマークはイギリスと
の緊密な通商関係にもかかわらず、自主的な態
度表明を行った。デンマークはフランスの招待
を受け入れ、適切なコンファレンス召集の原則
と欧州農業プールの考えを承認したが、コン
ファレンスは農産物の生産・販路、そして、と
りわけ、超国家機関設立の有効性の問題に関し
ては、もっと緊密な欧州協力のための基本的原
則について討議することに留めるべきだ、とし
た。6月8日、ノルウェー政府はOEECの枠組み
で、フランス提案を検討するが、OEEC外での
コンファレンスにはオブザーバーを出席させる
に留める、と解答した。1951年9月1日、アイル
ランド政府はフランス招待の解答を送ったが、
政府はコンファレンス参加がフランスの覚書
原則を支持するものでない、ということを明言
し、欧州農業共同体創設が石炭鉄鋼共同体創設
とは違ったアングルで検討されるべきである、
とした。27）

　オランダ以外のパリ条約交渉諸国の反応はど
うであったか。5月29日、イタリア政府はコン
ファレンス参加に関して条件付で承認した。イ
タリア政府は農業市場の共同組織化を目指す任
務が欧州審議会の枠組みではなく、OEECの枠
組みで行われる必要がある。というのもイタリ
ア政府は可能な限り多くの国が参加し、欧州統
合と農業生産の増大に関して、方法・手段と専
門家の分散を避けるためにもOEECの枠組みが
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第17表「農業特別委員会の諸計画」の対照表

シャルペンティエール・プラン（仏） エクレス・プラン（英）

参加諸国（地理的範囲）

欧州審議会加盟諸国 欧州審議会・OEEC加盟諸国

一般的目的

―欧州連邦の基礎的諸制度の1制度創設
―欧州経済政治統合と欧州連帯への貢献

欧州連帯性発展の促進

農業目標

欧州農業市場の統一・統合 西欧農産物貿易の組織化

経済的社会的目標

― 生産者・消費者の生活条件・消費水準の
向上

― 生産と消費の均衡化
― 欧州国際収支赤字の半減

― 消費の発展：食糧品の欧州市場組織化に
よって。

― 生産者・消費者の生活水準の向上
― 欧州農業生産の拡大を通じて世界食糧
不足問題の解決

実現プロセス

欧州農産物全ての欧州市場の
段階的組織化

世界政策の枠組みでの欧州農業生産全体
とこれら市場の漸進的組織化

実施すべき政策

― 欧州農業最高機関の設置
― 技術進歩の発展と生産の合理化
― 各国価格の不均等を悪化させる人為的
要因の漸進的撤廃による貿易正常化の
奨励

― 各国の生産・輸入計画検証を任される欧
州機関の準備

― 食糧品の生産並びに消費の発展・合理化
― 広範囲且つ多様な市場の創設と既存市
場の拡大



－   96 －

実施すべき措置

段階的発展
― 第Ⅰ段階：欧州の生産と消費の均衡化、
必要ならば、余剰の備蓄・輸出措置

― 第Ⅱ段階：
  ・ 割り当ての撤廃
  ・ 欧州域内貿易の各生産物に関して世界
価格と独立した欧州価格の決定

  ・ 各国価格と欧州価格間の格差を縮小す
るために、最高機関によって決定され徴
収される平衡税の設定

― 第Ⅲ段階：
  ・ 各国毎の特化の拡大
  ・ 各国の生産計画調整
  ・ 技術進歩、投資・信用の展開
― 最終段階：統合達成
  ・ 生産コストと社会保険負担と税負担の
漸進的調和

  ・ 平衡税の撤廃
  ・ グループ諸国間での単一価格での農産
物流通の自由化

― 生産促進、生産効率性追及、余剰はけ口
の開拓

― 関税障壁と割り当ての維持を通じた欧
州市場保護

― 農産物の備蓄・貯蔵の展開
― 欧州の多様な諸国間での輸出入長期契
約締結の奨励

― 農産物価格の安定化は欧州価格が世界
価格を上回らないことを国際貿易の目
的とする

― 余剰農産物の消費拡大の奨励

過渡期

欧州農業段階に先立つ3段階は過渡的段階
である。未確定のままの期間。
留意すべきこと、暫定的な平衡税の設定

強く勧められた政策の実現において実際
の過渡期ではないが漸進的な考え

第3国との関係

共同体外のメンバーとの長期協定：余剰農
産物輸出に関して

欧州的保護主義が展開されるが、各国政府
は欧州域外原産の輸入だけに責任を負う

機関タイプ

超国家機関 政府間機関
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他機関との関係

ブラック・プールとの直接的な関連がない
が、欧州審議会の枠組みで設立される欧州
農業最高
機関

部分的にOEECモデルを模範にして

諸機関

農業最高機関の構造
・執行委員会
― 諮問機関：生産者、消費者、加工業者、
商人の代表者

― 専門技術セクション：統計、サービス、
情報サービス、教育サービス、普及サー
ビス

政府間欧州機関創設： 政府代表者・生産者
                               代表者
構造：
  ・ 政府間合同機関
  ・ 消費者諮問会議
  ・農産物小委員会

（出所）G. Noël,. op. cit., pp. 174-176,  p. 178より作成。
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最善だ、と判断したからである。さらに、イタ
リア政府は将来の欧州農業機関がOEECと一体
化すべきだ、と提案した。こうした提案にみら
れるように、イタリアは本音のところでは、フ
リムラン・プランそのものに反対であり、イタ
リアの農産物輸出、特に果実と野菜の輸出は何
もフリムランが唱えるような欧州規制機関がな
くとも順調に拡大していたし、北欧市場におい
てもアメリカの農産物と充分に競争できるだけ
の実力を有していたのであった。従って、交渉
対象の農産物品目を増大し、参加国数の拡大を
図る条件をつけたりしたのである。10月10日、
ドイツのハルスタインは公式に政府の立場を通
達した。ハルスタインは慎重に、欧州農産物共
同市場の実現に関して原則的支持を表明し、こ
の目的を目指す論議に参加するつもりである、
と述べた。さらに、ハルスタインは交渉が小麦
と砂糖の共同市場の組織化研究に限定されるべ
きであり、交渉にはOEEC加盟の全ての国が参
加することが必要であり、農業統合政策が欧州
経済・通商・社会政策に含まれるべきだ、と述
べた。7月、ベルギーとルクセンブルグはコン
ファレンスに参加することを決定した。28）

　ギリシャとトルコの反応をみておこう。両国
はフランス提案を好意的に受け入れた。7月25
日、ギリシャ政府はタバコやブドウのような地
中海農産物を含めた欧州農業の組織化を願っ
て、交渉に参加することを承認した。8月24日、
トルコ政府はコンファレンス参加を承認し、加
盟国間並びに加盟国と第3国間で設立される関
税システムの問題を提起するとともに、綿、ブ
ドウ、タバコ、へーゼルナッツなどの農産物に
も関心を持つように要請した。29）

　フランスは欧州審議会メンバーでない3カ
国、オーストリア、スイス、ポルトガルにも招
待状を送ったが、応じたのはオーストリアとス
イスであった。6月13日、オーストリア政府は
欧州経済協力を目指すフランスのイニシアチブ
を高く評価し、コンファレンス参加を承認した

が、計画自体についてははっきりとした支持を
与えず、加えて、OEECの枠組みでなされるこ
とを望んだ。5月28日、スイス政府はコンファ
レンス参加を承認したが、将来の農業共同体計
画に関してはフリーハンドの立場を貫くつもり
であったので、参加目的はあくまでもスイス経
済に重大な影響を及ぼす論議から外されない
ためであった。またオーストラリア政府と同様
に、コンファレンスがOEECとの緊密な関係を
もって審議・討議されることを願った。ポルト
ガルの不参加は欧州論議の全てから除外されて
いるスペインとの関係、と、欧州審議会そのも
のを認めることができないことによるもので
あった。30）

　以上のように、4月から10月にかけてのフラ
ンスの欧州農業コンファレンス招待について、
各国政府は慎重であり、参加に際しても条件付
の交渉を望んでおり、欧州農業組織化の必要性
については原則的には認めているが、このこと
がフランス提案、すなわちフリムラン・プラン
を支持するものでないということは各国政府と
も明言していたのである。こうした状況も反映
して、欧州農業コンファレンスは開催されるこ
ともなく、今後の機会を窺うことになった。フ
リムラン宣言はシューマン宣言のようには熱狂
をもって各国政府に迎えられることはなかった
のである。31）

②欧州農業コンファレンスへの道
　1951年12月13日、フランス政府は石炭鉄鋼
共同体条約批准後、改めて欧州農業コンファレ
ンス計画に関わることを決定した。12月17日、
フリムランとローレンスの両大臣は閣議に欧州
農業コンファレンスのフランス・アプローチの
結果を分析した報告書を提出した。両大臣は次
のような確認をした。ポルトガルを除く、その
他のすべての国はフランス招待に応え、主要な
農業市場の共同体的組織化の創設についての交
渉開始に原則的に一致したが、この一致は様々
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な条件付であった。ベルギー、デンマーク、オ
ランダはコンファレンスに関して控えめな立場
であった。イギリスは前提条件として、コンファ
レンスがOEECの枠組みで開催されることを課
していた。アイルランド、アイスランド、スエー
デン、ノルウェー、オーストリア、スイスは交
渉がOEECの枠組みあるいはOEECとの緊密な
協力のもとで行われることを願った。デンマー
クとイタリアはコンファレンスの前に、超国家
的機関を設置することが時宜にかなっているか
どうかについて表明するつもりがなかった。フ
ランス政府は当初、小麦、乳製品、砂糖、ぶどう
酒の市場組織化に関わる交渉を提案したが、ギ
リシャ、トルコ、イタリアは交渉対象品目の拡
大を提案した。このように、各国のアプローチ
は多様且つ対立的でもあった。以上の事柄を踏
まえて、両大臣はまずシューマン・プランの6
カ国プラスイギリスのコンファレンス召集を提
案したが、閣議はOEEC17カ国を召集すること
を決定した。32）

　ローレンスはフランス農業界のグリーン・
プール計画への懸念を払拭するために、農業界
との共同研究に着手した。1952年1月24日、諮
問委員会が設立され、2月7日には常設ビュロー
の設置が決定された。常設ビュローは農務長官
と内閣局長の下に置かれ、全体委員会の討議を
統括する。技術的な委員会である農産物毎の小
委員会も設置された。33）

　2月8日、常設ビュローは1951年3月29日覚
書を再検討し、フランス提案の修正が必要であ
り、とりわけ、全く時期尚早な規制に反対し、
農業活動を制御のない環境の下でかなりの懸念
をもたらしてきた仲裁権限と決定権限が与えら
れる最高機関の制度問題を検討することが必要
だ、とした。また、常設委員会は本国農業経済
と海外地域状況間の関係、それぞれ市場間の関
係に関連する問題、各国農業市場の先決組織に
関連する問題、「プール」概念と欧州農業市場の
共同組織化の概念間の選択に関連する問題が研

究されるべきだ、と提案し、CGA書記長、フィ
リップ・ラムールやピエール・ハレなどにこれ
ら問題の研究並びに覚書の作成を委ねた。1952
年3月4日、これら覚書は農務省の論議に寄与
し、フランスの公式の立場、すなわち欧州農業
共同体創設の緊急性・必要性を改めて明確にす
ることに役立った。34）

　諮問委員会は今後の方針について諸提案を行
い、これら提案は農業団体の願望とも合致して
いた。委員会は4件の提案を行った。まず第一
に、交渉の進め方に関して、委員会はまず「ブ
ラック・プール」6カ国がコンファレンス前か、
コンファレンス中に召集する必要がある。なお
イギリスの参加に関しては、常設ビュローはイ
ギリスが特別な協調関係を介して共同体に関連
づけられる必要がある、とした。第二に、農産
物生産・市場の組織化は7品目の農産物（小麦、
その他穀物、砂糖、ぶどう酒、果実、野菜、牛乳、
乳製品、肉類、家畜飼料、油脂）毎、あるいは農
産物グループで漸進的に実施される必要があ
る。第三に、過渡期の諸措置が実施される必要
がある。最後に、機関問題に関しては適切・完
璧な権限を欠き、とるべき決定において満場一
致に基づく政府間協定である機関、と、仲裁・
決定権限を有する調整的・指導的である機関間
で選択される必要がある。これら提案に基づい
て、政府と農業団体は近隣諸国との国際的論議
に従事する合意に達したのである。35）

　欧州農業コンファレンス推進はオランダ、特
にマンスホルトの積極的関与によって促進され
ることになった。フリムランとマンスホルトは
交渉を再開した。1951年10月15日、フリムラ
ンはフランス農相、ポール・アンティエの反対
のために非公式資格で、ハーグの会議に参加し
た。そこでは欧州農業市場組織化に関するフラ
ンス・プランが論じられた。1951年12月、欧州
農業コンファレンス推進の決定が仏蘭両国間
で決定される予定であったが、その時にはプレ
バン内閣の倒壊もあって、会談がキャンセルさ
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れ、フリムランとマンスホルトは手紙によって
意見交換をするだけに終わった。それにもかか
わらず、意見交換のなかで、マンスホルトの提
案はフランスの諮問委員会の提案と一致するこ
とが多かった。36）

　マンスホルトは欧州農業コンファレンスに
関しては、OEEC全ての加盟国を招待する必
要がないし、仏蘭両国が事前に共同歩調をとる
ことに合意しておく必要がある、という見解で
あった。合意すべき点とはまず超国家的機関＝
最高機関の設置であり、次にイギリスの参加拒
否の場合には、イギリスとの特別な協調関係を
介して共同体に位置づけることであった。1952
年2月6日、マンスホルトはフリムランとロー
レンスと会談し、マンスホルトは欧州農業共同
体の構成に関して、ブラック・プールの6カ国
に限定すべきだ、と提案した。フリムランはマ
ンスホルトの提案に賛意を示したが、ローレン
スはこのことに関して懐疑的であった。フリム
ランはこの問題に関して、フランス外相シュー
マンがリスボンでの大西洋会議の際にブラッ
ク・プール5カ国の外相と接触するように提案
した。2月7日、ローレンスはブラック・プール
非メンバー諸国に配慮して、翌月の欧州農業コ
ンファレンスの招待状を欧州審議会全ての加
盟国に加えて、スイス、オーストリア、ポルト
ガルに送った。一方、シューマンはブラック・
プール6カ国の事前協議のための接触を委任さ
れた。2月中、仏蘭の専門家の非公式協議は続
けられ、招待国の大多数が承認可能な妥協の追
及を目指した。フランス政府は同時期、欧州審
議会の事務局を介してではなく、正規の外交手
段を通じてフランスの立場を明確にするドキュ
メントを関係諸国に送った。このドキュメント
は欧州農業準備コンファレンスがコンファレン
ス全体の形態、任務の性格並びに任務を上首尾
に導くためにとるべき手段に関連する諸問題を
取り扱う閣僚コンファレンスであるべきである
だ、と明確に述べていた。また、開催日につい

ては、1952年3月25日にすべきだ、と提案して
いた。37）

　オランダ政府はフランスのイニシアチブを積
極的に支持して、大規模な外交キャンペーンを
実施した。オランダはブラック・プール6カ国
間の事前協議が放棄されていたので、欧州の主
要諸国、ベルギー、ルクセンブルグ、イタリア、
西ドイツ、イギリス、デンマークに準備コンファ
レンス参加を促す覚書を送った。まずベネルッ
クス諸国への覚書は次のとおりであった。まず
ベルギーとルクセンブルグがオランダの立場を
支持することを促し、次いで、イギリスとデン
マークが共同体計画を支持しない場合には、ベ
ネルックスとイギリス・デンマーク間で特別協
定決定の原則を支持することを求めた。マンス
ホルトはもっと積極的に支持を獲得するため
に、3カ国間の農相会談を提案した。デンマー
クとイギリスへの覚書では、両国が共同体参加
拒否の場合に備えて、デンマークと共同体間の
協力方法を協議することを提案していた。さら
に、オランダとフランスは欧州諸国にコンファ
レンス参加を促すために、これら諸国との意見
交換も積極的に行った。こうしたオランダの外
交キャンペーンは一定の効果を上げ、イギリ
ス・スカンジナビア諸国と共同体間の協力方法
を追求することになった。38）

　3月21日、フランス政府は招待諸国の大使に
送ったメモランダムで、コンファレンスに関す
るフランスの立場を明確にした。メモランダム
の内容は次のとおりだ。まず経済計画に関し
て。これまでの4プランの論議を引き継いで、
次のように述べている。経済計画の目的はこの
分野での西欧の赤字を相殺し、欧州域外諸国の
農産物への依存を削減するために農産物の増産
を計ること、生産コストの引き下げるために生
産性の上昇を計ること、価格・販路の不確実性
並びに中長期投資の収益性によって不安に駆ら
れている農業生産者の不信を払拭することであ
る。そのためには、欧州農業市場の組織化こそ
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がこれら目的を達成することに適っている、と
いうことを強調した。次に、欧州農業共同体の
任務に関して。欧州農業共同体の任務は農業市
場の組織化を実現し、段階的に統合することで
ある。農業市場の組織化の目的は共同体諸国間
の農産物貿易の調整、諸国間の正常な貿易価格
の決定、共同体内部での生産と消費の合理的運
営、を計ることである。さらに、共同体域外諸
国との農産物輸出入量の規制を共同して実施す
ることである。共同体プロセスの第2段階での
各農産物の市場統合は各国経済間の相違を配慮
して、段階的に実現する。共同体は農産物の生
産・加工・通商条件の調和に努める。さらに、不

採算部門や遅れた地域に対する共同体技術援助
政策・投資政策を実施することによって、リス
クのない大規模な欧州農業市場を実現する（過
渡期を設けて）。そのために、フランスは欧州農
業投資基金創設を提案した。最後に、制度面に
関して。出来る限り多くの国を参加させるため
に、超国家的農業機関設置を支持するグループ
のテーゼと政府間協力を支持するグループの
テーゼ、の両論を併記し、論議開始を容易にす
るように配慮していた。3月25日、欧州農業準
備コンファレンスはパリに15カ国政府の代表
団を迎えて開催されることになった。39）

第18表コンファレンス参集の各国代表団団長名簿

　フランス：カミル・ローレンス農相
　オランダ：シッコ・マンスホルト農相
　イギリス：J．S．ナッティング対外関係政務次官
　ドイツ：T．ソンネマン農務長官
　オーストリア：フランツ・トーマ農相
　ベルギー：チャールズ・ヘガー農相
　デンマーク：ジェンス・ソンデルップ農相
　ギリシャ：アラマニス農相
　アイルランド：C．C．クレマン・パリ駐在大使
　イタリア：アミントレ・ファンファニ農相
　ルクセンブルグ：ピエール・ドゥポン首相・農相・国務大臣
　ノルウェー・エリック・ブロフォス通商・経済大臣
　スエーデン：D．ハムマルスクヨルド国務大臣・対外関係副議長
　スイス：デ・サリス・パリ駐在大使
　トルコ：コプルル外相

（出所）前表と同様、pp. 263-264．
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③欧州農業準備コンファレンス
　第1次欧州農業コンファレンスは満場一致で
議長に、フランスのフリムラン、副議長にオラ
ンダのマンスホルトを選出した。コンファレン
スはローレンスの開会スピーチ後、6回の会議
を行った。第1回と第2回の会議は各国の代表
団団長がグリーン・プール計画に関する自国の
立場を報告することに費やされた。第3回と第
4回の会議はFAO、OEEC、欧州審議会、FIPA
といった国際機関の参加問題と欧州農業コン
ファレンスの召集、構成、議事日程に関する問
題を論じた。第5回と第6回の会議はオランダ
が総会開催を可能とする必要なドキュメントを
作成するために設立することを提案する暫定研
究グループの構成と任務を論じた（欧州農業共
同体はこの研究グループの形成によって非公式
に「グリーン・プール」と呼称されることになっ
た）。40）では次に、コンファレンスでの各国の
立場は如何なるものであったのか、を概括して
おこう。41）

　フランス政府の立場はローレンスとフリム
ランによって示された。ローレンスはまず慎重
に、農業市場の組織化の第Ⅰ段階については、
共同体諸国間の貿易調和、共同体での農産物の
生産・消費の合理的運営の原則を導入して価格
の接近を目指す、と慎重に述べたが、制度問題
に関しては、諮問的機関の設置には明確に反対
して、決定・調停の権限に関して無制限の権限
が与えられる超国家的機関の創設を支持するこ
とを明確に打ち出した。但し、ローレンスはこ
の問題に関しては、フランスの立場と異なる諸
国に反共同体グループの形成を促すことにある
のではなく、共同体との緊密な協力関係の構築
を目指す妥協的精神も重要だと強調した。この
点に関しては、フリムランの演説でも次のよう
に強調されていた。すなわち「コンファレンス
の任務は欧州農業問題―供給問題、販路問題、
投資問題―に関する適切な解決を見いだすこと
を企てるために連帯の精神で展開する必要があ

る」と。42）

　オランダ政府の立場はマンスホルト農相に
よって示された。マンスホルトはOEECの枠組
みでの農産物市場の組織化に関する技術的研
究に取り組む前に、超国家的な欧州農業機関設
置の原則を認める諸国と拒否する諸国とをまず
明確にし、次いで拒否諸国のうち、共同体との
緊密な関係を構築したい諸国とを明確にする必
要がある、という急進的且つ大胆な見解を述べ
た。さらに、オランダ政府は様々な農産物を栽
培している家族経営が西欧では支配的であると
いうことを考慮して、農産物市場の組織化を計
るべきであり、フランスなどが主張する限定的
な農産物市場の組織化には反対する意向を示し
た。イギリスの立場はオランダの立場とは対照
的であった。アンソニー・ナッティングの報告
によれば、イギリス政府は頑なに欧州農業共同
体の創設には反対しないが、イギリスが欧州農
業機関の重要なメンバーとなることはなく、む
しろ緊密且つ積極的な方法で、欧州農業共同体
と連携・連合する手段と方法を見いだすことに
努めることにある、と述べるに留まっていた。
　他の諸国の立場は多かれ少なかれ、上述の3
カ国、フランス、オランダ、イギリスの立場を
真似ることになった。ルクセンブルグとアイル
ランドはどのような約束もしない、という立場
を堅持した。イタリアとベルギーは欧州農業最
高機関の設置を支持しない立場をとった。北欧
諸国はむしろ留保の立場をとった。デンマーク
農相、ジェンス・ソンデンラップは超国家機関
設置問題を取り扱う前に、とるべき共同体措置
の性質について一致することが先決である、と
いう立場を述べた。スエーデンのノーランドは
食糧安全保障や保護主義的措置に訴える諸国
には反対の立場を述べるとともに、欧州農業市
場の可能性そのものについて疑っていた。ノル
ウェーの立場もスエーデンの立場に近かった。
ところで、ノルウェーの憲法では、超国家機関
のメンバーとなることが認められていなかった
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が、この機関が目的達成の最良手段と認められ
るならば、この機関のメンバーとなることに吝
かでない、という立場をとった。スイスはフラ
ンスのメモランダムを全く支持できなかった
し、農業と他の産業との依存関係、世界との特
権的な通商関係、政治的立場、農業の特殊性な
どを考慮すると、毛頭超国家機関を支持するこ
とはできなかった。一方、トルコ、ギリシャ、オー
ストリアはフランスのメモランダムを支持し
た。オーストリアのトーマ農相は超国家機関設
置の積極的な支持者であった。最後に、ドイツ
（西ドイツ）の立場は最も混乱していた。ドイ
ツは欧州統合を支持するが、農業問題に関して
は、唯一余剰農産物の販路を探究している近隣
諸国の農業安定化に貢献できることを指摘する
だけで満足する立場に留まっていたのである。
　以上の各国の態度表明からわかるように、フ
ランスのメモランダム、特に超国家機関の設置
に関して、明確に支持の立場を示した諸国はオ
ランダ、ギリシャ、トルコ、オーストリアであっ
た。一方、不支持の立場を明確に示した諸国は
イギリス、スイス、ノルウェー、アイルランド
であった。他の諸国、ベルギー、デンマーク、イ
タリア、ドイツ、ルクセンブルグは留保ないし
慎重な立場を示した。従って、このコンファレ
ンスを通じて、一定の結論を引き出すことは困
難なことであった、といえるし、実際引き出す
ことができなかった。
　コンファレンスの公式コミュニケは論議の内
容そのものには言及せず、「欧州農業市場の組
織化とこれら市場の漸進的統合を支持する共通
の意思存在」を確認し、第3回と第4回での会議
で論議されたコンファレンスの枠組みと政府系
国際機関（OEEC、FAO）等との連携問題、今
後の欧州農業コンファレンスの日程問題、第5
回と第6回の会議で確認された今後の欧州農業
コンファレンスを具体的に進めるための暫定研
究グループ設置について言及していた。だが未
解決の問題を残しながらも、これら会議は欧州

農業コンファレンス推進の一歩を印したとはい
えるであろう。では次に、暫定研究グループと
「小欧州」6カ国（マンスホルトを中心にした）
の活動を通じて、今後予定されている欧州農業
コンファレンスまでの動向をフォローしておこ
う。43）

1．暫定研究グループ（1952年5月－1953年1月）
　暫定研究グループは先のコンファレンスで設
置することが決定されたが、この研究グループ
は6ヵ月後に予定されている欧州農業コンファ
レンスの論議を容易にするために論点整理を行
うことであった（実際には、欧州農業コンファ
レンスは1953年以降にずれこむになったが）。
第1回セッションは5月15日、パリで開催され
た。暫定研究グループはフランス農商務省対外
関係サービス局長、ルイス・ラボットを委員長、
オランダ農務省国際機関局長、J. J. ファン・デー
ル・リーとイタリア農務省対外関係サービス局
長、U．パピを副委員長にそれぞれ選出した。
暫定研究グループは作業効率を高めるために3
つの小グループを設けることを決定した。
　第1小グループの作業はルイス・ラボット（フ
ランス）が主宰し、諸政府によって提出された
農産物の統計に関する研究であり、参加国全て
が参加し、6月18日、小委員会が開催された。
第2小グループはアンドレアス・ヘルメス（ド
イツ）が主宰し、労働力問題、社会保険料問題、
投資問題、信用問題といった一般的問題をとり
あつかった。参加国はドイツ，デンマーク、ギ
リシャ、イタリア、オランダ、スイス、トルコ（ゲ
ストとして）であった。第3小グループはJ．J．
ファン・デール・リーが主宰し、制度的領域の
問題に関わる資料収集を任務とし、ドイツ、ベ
ルギー、フランス、イタリア、オランダ、イギリ
スが参加した。
　第1小グループはイギリスを除くコンファレ
ンス参加国全ての政府代表者で構成され、5月
15日以降にはポルトガルの政府代表者も参加
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することになった。各国の政府代表者は検討さ
るべき農産物リストを提案した。フランスは小
麦、砂糖、牛乳・乳製品の市場組織化にしか関
心をもっていなかった。オランダは穀物、秣、
絞り粕、砂糖、ジャガイモ、新鮮果実、柑橘類、
豆類、油脂・植物油、園芸品、種子、家畜、肉・
鶏肉、食品に関心をもっていた。ドイツは穀物
と砂糖に関心をもっていた。オーストリアは穀
物、砂糖、木材・木材製品、牛乳・乳製品に関心
をもっていた。トルコは穀物、新鮮果実（レー
ズン、無花果、へーゼルナッツ）、タバコ、綿花、
油脂・植物油に関心をもっていた。ギリシャは
新鮮果実、ぶどう酒、タバコ、オリーブ、綿花に
関心をもっていた。イタリアは豆類、新鮮果実、
柑橘類、ぶどう酒、オリーブ、麻・大麻、絹、牛乳・
乳製品、肉類に関心をもっていた。ベルギーは
穀物、砂糖、油脂・植物油にしか関心をもって
いなかった。ポルトガルは小麦、乾燥果実、柑
橘類、ぶどう酒、木材・木材製品、コルク、牛乳・
乳製品、食品に関心をもっていた。ところが農
産物リスト作成に全く関心を示さない諸国も存
在した。デンマーク、アイルランド、ルクセン
ブルグ、イギリス、スエーデン、スイスがそう
だった。
　以上のように、農産物リスト作成に関しては
各国の対応は様々であったが、6月18日－20日
のセッションの際に、第1小グループは15種の
農水産物に関する小委員会を立ち上げることを
決定した。パンの原料用穀物・副次的穀物・米、
タバコ、果実・野菜、ぶどう酒、砂糖、ジャガイモ・
ジャガイモの澱粉、家畜・肉、乳製品、卵、採油
穀物、植物油・絞り粕、繊維、穀物種子・砂糖大
根種子・園芸品、木材、魚類の15種の農水産物
の小委員会だ。15種の小委員会は1952年6月－
1953年初め間に、何度も召集された。1952年7
月には、穀物とタバコに関する最終報告、同年
9月、米と砂糖に関する最終報告、同年10月－
12月間に、その他の産物に関する最終報告がそ
れぞれ承認され、12月に「農産物・食糧に関す

る一般的研究」と題された総括的なドキュメン
ト作成につながった。このドキュメントでは農
業生産の様々な側面が取り扱われていた。例え
ば、生産並びに生産傾向問題、第三国との依存
度、欧州域内貿易構造、国内市場編成・政策・価
格水準、対外貿易の規則、消費とその傾向だ。
　第2小グループは6月5日－6日に召集され、
ドイツ、デンマーク、ギリシャ、イタリア、オ
ランダ、スイスの専門家が正式に参加し、オー
ストリア、ベルギー、ルクセンブルグ、スエー
デンがオブザーバーとして参加し、フランス並
びにオランダの提案に基づく作業計画を決定
した。作業計画はまず報告作成に必要な資料収
集のために質問状の作成が行われ、オランダの
ノートが7月15日までに返送ということで、参
加国全ての政府において検討されるように送
付された。10月6日－8日、小グループはこれ
ら調査の結果を検証し、最終文書作成が暫定グ
ループの事務局に委ねられる報告計画の概要・
大筋を承認した。11月、報告書「様々な諸国の
生産の一般的条件」が活発に論議されたが、満
場一致で採択されることにはならなかった。と
いうのもイギリスとアイルランドが要求された
資料を送付することを拒否したからである。そ
れゆえに最終版は12月15日に手直しされた。
　この最終版のドキュメントは各国の専門家、
FAO、OEECによって豊富な資料に基づいて作
成されたが、農業共同体計画に関して欧州の関
係諸国で支配的な状況に基づく「判断材料」が
収集されていた。判断材料には、農業の重要性・
農業構造、拡大の可能性、欧州労働力問題、さ
らに、投資資本総額、収穫高・生産性、エネルギー
消費、機械化の度合いなどの各国の農業発展水
準に関する信頼度の高い資料が含まれていた。
このドキュメントは農業と他の産業部門との緊
密な関係を示す生産の経済的条件、とりわけ賃
金、社会保険料、税金、小作料、様々なサービス
コストも検討していた。このドキュメントの結
論として、欧州レベルでの農業生産の一般的条
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件の調和政策の難しさを強調した。
　第3小グループは6月9日、作業計画を決定す
るために召集され、ドイツ、ベルギー、デンマー
ク、フランス、イタリア、オランダ、イギリスの
代表者が参加した。12月、小グループは「制度
的領域の問題に関するドキュメンテーション」
と題する報告書を提出した。
　この報告では、4項目で構成されているリス
トが挙げられていた。第1項目では、超国家的
機関を有しない機関のドキュメンテーション―
国際小麦協定（AIB）、国際砂糖協定（AIS）、ベ
ネルックス関税協定―、第2項目では、超国家
機関を有する既存機関ならびに将来の機関に関
するドキュメンテーション―欧州石炭鉄鋼共同
体（CECA）、欧州防衛共同体（CED）、マンスホ
ルト・プラン、フリムラン・プラン、エクレス・
プラン、シャルペンティエール・プラン、1951
年3月29日と1952年3月25日のフランスの覚書
―、第3項目では、農業共同体と第3国間の可能
な連合形態に関するドキュメンテーションと既
存の共同体と将来の共同体間の調整に関わるド
キュメンテーション―1952年9月10日ルクセン
ブルグ決議、アンソニー・イーデン提案―、第4
項目では、連邦国家の農業市場の機関に関する
ドキュメンテーション―アメリカ合衆国のケー
ス―、がそれぞれとりあげられていた。だが、
それぞれの項目に関しては小グループの性格
もあって、一切注釈が行われていない、という
特徴をもっていた。このことはある意味でいう
と、制度的領域の問題の対立の深刻さを反映し
ていたともいえる。
　暫定研究グループは12月、3小グループの最
終報告が出揃ったので、1953年1月6日－11日
にかけて検討した。暫定研究グループは研究の
限界性と不十分さを強調して、この事業の難し
さを際立たせることに努めた。暫定研究グルー
プは第1小グループ報告の農産物リストに関し
て、トルコ要求の綿花を除いて、穀物（パン用
穀物、飼料穀物、米、種子）、タバコ、果実・野菜、

家畜・肉、乳製品、木材、の7品目の農産物グ
ループに纏めることを承認した。次いで、第2
小グループの報告に関しては、暫定研究グルー
プは生産の経済的条件と労働力問題を検討した
だけであった。最後に、第3小グループの報告
に関しては、暫定研究グループは最も微妙な制
度的領域問題だけに態度表明を行うことをしな
かった。ところで、マンスホルトはこの暫定研
究グループの活動と並行する形で、欧州農業コ
ンファレンス召集前に、欧州防衛共同体と欧州
農業共同体との関係を分析するために、6カ国
〈「小欧州」〉の事前会議の開催を求めた。

2．「小欧州」の並行的イニシアチブ
　マンスホルトは欧州防衛共同体が欧州統合の
健全な基礎になるということについては懐疑的
であったが、9月、欧州石炭鉄鋼共同体加盟6カ
国の外相・経済大臣による会議において、オラ
ンダ外相・ベイエン提案の欧州政治共同体条約
作成がルクセンブルグ決議として承認された。
ベイエン・プランは政治統合を通じて経済統合
（関税同盟）を達成していこうというものであ
り、当然のことながら経済統合（関税同盟）に
は農業部門も含まれることになるからである。
ベイエン・プラン構想はマンスホルトの自論
展開にとって最上の援軍として登場したので
ある。そこでマンスホルトはこの決議に励ま
されて、まず6カ国の超国家的な欧州農業共同
体創設の支持を獲得すべく外交折衝に乗りだ
した。44）

　10月、マンスホルトはまずイタリア農相・
ファンファーニの説得にとりかかった。しかし
ながら、ファンファーニ自身はOEEC枠組での
農業協力の支持者であっただけに、すんなりと
マンスホルトの説得にのることはなかった。但
し、ファンファーニはマンスホルトの説得を全
面的に拒否することになれば、自らの考える欧
州農業協力計画さえも実現の可能性が失せるこ
とを懸念して、6カ国の農相会議をしぶしぶ受
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け入れることにしたのであった。それも会議の
目的が意見交換に限定すべきである、という条
件付であった。45）

　11月、マンスホルトは関税同盟内の農業統合
の可能性をスパークと論議した後、早速ハーグ
にローレンスを招いて、欧州農業共同体と欧州
防衛共同体との関係について論議し、欧州農業
コンファレンスの目的に関して、両者は暫定研
究グループの諸研究を承認するだけでなく、6
カ国関税同盟内での超国家的な農業機関設置の
提案を作成する、という議定書に調印した。こ
の内容はフランス政府の承服しがたい内容で
あった。12月、ローレンスはオランダ提案をイ
タリア農相ファンファーニとともに検証した
が、ファンファーニの反応はマンスホルトに示
したものと同じであった。一方、マンスホルト
は同僚リーとともに、6カ国農相会議開催のた
めの説得をはかるために欧州行脚を企てた。46）

　マンスホルトは1953年1月、ルクセンブルグ
で、まずベルギー農相・チュールズ・ヘガーと
会談したが、ヘガーはこの6カ国の事前会議が
検討会議的な性格でしかなく、他の諸政府が会
議の非公式な性格と議題に関して周知している
ことが重要だと述べ、慎重な姿勢を崩さなかっ
た。1月13日－15日、マンスホルトはデンマー
クの要請に応じて、コペンハーゲンを訪れ、ク
ラフト外相、ソンデンラップ農相、リー漁業大
臣、農業協同組合代表者と会談した。デンマー
ク・サイドはOEECの枠組での欧州農業協力の
考えを示したけれども、緊密な経済的関係にあ
るイギリスとの連帯を絶って、6カ国の事前会
議を承認した。1月15日には、マンスホルトは
ボンを訪れ、アデナウアー首相とニクラス農相
と会談した。アデナウアー首相は超国家機関設
置の原則を承認してきた欧州石炭鉄鋼共同体の
6カ国の枠組で農業問題に取り組む6カ国の外
相・農相合同会議を支持した。ニクラスはドイ
ツの利害（オランダとデンマークの動物性食糧
輸入）を考慮して、デンマークを含めることを

要望した。1月24日、マンスホルトはルクセン
ブルグのドゥポン大臣とジャン・モネと会談し
た。ドゥポン大臣は6カ国の事前農相会議を支
持するとともに、農相会議の論議を適切に進め
るためには、予め6カ国外相によるルクセンブ
ルグ決議の解釈を明白にしておく必要がある、
と述べた。ジャン・モネは欧州経済統合の実現
が農業部門統合を想定していると考えていたの
で、6カ国の枠組での欧州農業市場問題の検討
の支持者であった。1月30日、マンスホルトは
イギリスの政務次官A．ナッテイングと会談し
た。ナッテイングは6カ国の事前会議に反対せ
ず、協調的でありたいと願っていたが、欧州農
業コンファレンスの挫折の場合には、OEEC枠
組外での新たな農業機関設置には絶対反対であ
る旨を述べた。イタリアはこの時点ではいまだ
躊躇していたが、マンスホルトはベイエン、ビ
ドー、アデナウアーによるデ・ガスペリ説得に
期待をかけ、イタリアの事前会議参加の可能性
をありと判断していた。マンスホルトの欧州行
脚は一定の成果を得たこともあって、マンスホ
ルトは6カ国外相もこの成果を重んじて、欧州
農業市場組織化問題をルクセンブルグ決議の延
長線上に組み込むことを明確にすることを提案
し、さらに6カ国外相が欧州農業コンファレン
スに対して共通の立場を採用すると同時に、超
国家的な欧州農業共同体創設支持を表明するこ
とを願った。ところで、マンスホルトはドイツ
のアデナウアーとニクラスによって、6カ国間
の欧州農業共同体創設に関連する外交文書の作
成を要請されていたが、1953年1月27日、ロー
レンスは6カ国事前農相会議に任せる仏蘭共同
の最終草案を作成すべきだ、と判断した。47）

　マンスホルトは早速、オランダサイドの暫定
的な外交文書作成に着手した。オランダの暫定
的な外交文書はルクセンブルグ決議に基づくと
同時に、ベイエン・プランの考えも継承してい
た。この外交文書はまず第一に、農業部門は6
カ国が関税同盟の枠組で、すなわち機能的統合
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を媒介にして、基本的利害の統合を実現するこ
とに努める1部門であることの確認、、第二に、
一定の社会的・経済的混乱が免れないので、正
真正銘の欧州の連帯に基づいて、一定の農産物
に関しては避難条項・過渡的措置の可能性があ
ること、第三に、6カ国間の欧州農業共同体創
設は超国家的権限を有する超国家機関の設置が
必要であること、最後に、ルクセンブルグ決議
の決議にも触れられている共同体と第3国間の
緊密な関係を樹立し、共同体の保護主義的措置
は最小限に削減さるべきであること、といった
内容であった。48）

　一方、フランスサイドの暫定的な外交文書は
マンスホルト―ローレンス議定書の内容とは
違ったものになっていた。1953年1月、メイエー
ル政権が誕生し、ビドーが外相に復帰し、フラ
ンスの外交政策を転換することになった。ビ
ドー外相はEDC条約修正を決意すると同時に、
6カ国間のどのような農業共同体にも反対であ
ることを述べた。閣議はローレンスがマンスホ
ルト―ローレンス議定書の存在を示した際、こ
の議定書を否決し、欧州農業コンファレンスの
目的は余剰農産物に関する個別農産物マーケッ
ティング協定計画にある、と閣議決定したので
ある。49）

　2月27日－28日、フランスとオランダは仏蘭
外交文書の最終文書を明確にするために会談し
た。オランダ代表団はマンスホルト―ローレン
ス議定書から大きく後退したフランスのポジ
ションに驚くとともに、フランスの豹変を絶対
に認めたくなかった。ローレンスは欧州農業共
同体計画に関して、従来の6カ国レベルではな
く、OEECレベル（16カ国レベル）で論議した
い旨をオランダ代表団に告げた。オランダ代表
団のフォン・デール・リーはローマでの6カ国
外相会議での方針を持ち出して反論した。とい
うのもフランス外相ビドーも参加した外相会議
（2月24日－25日）では、欧州農業共同体計画に
関しては6カ国レベルで論議するという方針が

承認されていたからである。それにもかかわら
ず、ローレンス農相はオランダの要求を斥け、
6カ国農相会議の原則を白紙に戻したのであっ
た。ではフランスの豹変ぶりはどのようなもの
であったのか、ここで確認しておこう。50）

　ローレンスは従来の方針を放棄して、欧州農
業市場組織化に関する新たな原則を明確にした
のは2月初めであった。この原則はフランス農
業団体の意向を強く反映したものであった。ま
ず目的に関しては、生産の拡大、生産性の改善、
生活水準の向上、農業市場の安定化、欧州のた
めの供給・調達の保障、西欧の経済的自立、生
産条件の調和が挙げられている。次に、目的達
成のための手段に関しては、欧州特恵原則、第
3国に対する共通通商政策、欧州貿易価格の決
定が挙げられている。さらにフランスの利害を
反映しているフランス連合の農産物協定への
編入もあげられている。最後に制度面に関して
は、イギリス提案のエクレス提案に限りなく近
づき、これまでのような超国家的な機関設置は
放棄されることになった。機関構成は農相理事
会（執行機関）、委員会（行政機関）、特別諮問機
関（議員・農業団体の代表者）、裁判所であり、
加盟国の部分的な主権移譲は全くここでは考慮
されていない。フランス政府は3月、正式にこ
の立場を追認し、6カ国での欧州農業共同体計
画並びに超国家的な欧州農業機関設置を放棄し
たのである。51）

　こうしたフランスの豹変にもかかわらず、オ
ランダは従来の立場を堅持し、3月11日外交文
書を作成し、6カ国事前会議の必要性を訴えた。
オランダの外交文書は仏・蘭計画よりも緩やか
な条件で作成されていた。外交文書は2月24日
－25日ローマ外相会議と3月9日のストラスブ
ルグ外相会議を考慮に入れて、欧州農業共同体
計画が6カ国間の欧州政治共同体創設の枠組で
予定されている政治経済統合プロセスに含ま
れる必要性があることを強調した。オランダは
特に、6カ国農相の共同責任の下でこのことを
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追求することが重要だ、と考えていた。具体的
には、6カ国農相は農業市場組織化の枠組みで
とるべき措置と単一市場創設決定の具体化を目
指す6カ国によってとるべき措置間の関係の問
題を共同して検証する。もし農業市場組織化が
もっと広範な枠組で創設される必要がある場合
には、オランダは6カ国が漸進的な単一市場創
設を目指す特別な共通規則を決定することが必
要だ、と考えていた。だが、6カ国農相会議は
オランダの思惑通りには進まなかった。52）

　6カ国の農相会議は3月14日－15日、パリで
開催されたが、会議初日、議題を巡って、マン
スホルトと他の参加者間でひと悶着があった。
マンスホルトはオランダの外交文書の検討も議
題に含めることを要求したが、他の参加者がマ
ンスホルトを無視して、会議を進めようとした
ために、マンスホルトの憤懣は頂点に達し、「陰
謀だ、脱退だ」と喚き叫ぶ一幕も演じられた。
ミルワードはラビッシェの笑劇の一幕のよう
であったと評している 53）が、他の参加者はマン
スホルトの怒りを鎮めるために、オランダの外
交文書検討も議題の一つに加えることにしたの
である。他には、コンファレンスに臨む6カ国
のとるべきポジションとコンファレンス中の6
カ間での意思疎通の検討、さらに、暫定研究グ
ループによって提案された農産物リストに対し
てとるべきポジション、コンファレンスの議題
に関する意見交換とコンファレンスの成果をえ
るための有効な手段の研究、の議題が論じられ
ることになっていた。会議はルクセンブルグ農
相ピエール・ドゥポンの下で開始されたが、フ
ランスとオランダの対立は解けず、他の参加諸
国も両国に対して態度表明することを避け、た
だ単に6カ国が16カ国での農業共同体の原動力
だ、ということを確認することに留まったので
ある。したがって、6カ国農相会議はなんらの
成果を得ることもなく終わり、オランダの望む
欧州農業共同体計画の見込みも一段と望み薄と
なったといえるのである。54）

注

1） A. S. Milward, The European Rescue of the 
Nation-State, p. 290. 

2） Ibid, p. 290. 
3） Ibid, p. 290. 
4） G. Noël, Du Pool Vert a la Politique   

Agricole Commune, pp. 138-140. 
5） Ibid, p. 141．
6） Ibid, pp. 141-142. 
7） A. S. Milward, op. cit., p. 293．
8） Ibid, p. 293. 
9） G. Noël, op. cit., p. 144. 
10） Ibid, pp. 144-146. 
11） Ibid, p. 147. 
12） A. S. Milward, op. cit., pp. 288-289. 
13） 拙稿、「欧州経済共同体（EEC）とオランダ
（中）」、『帝京経済学研究』第36巻第1号。

14） A. S. Milward, op. cit., pp. 289-290. 
15） Ibid, p. 296. 
16）17）G. Noël, op. cit., 153-161. 尚、欧州審議会

の概要については次の文献を参照された
い。清水貞俊著、『欧州統合への道』、ミネ
ルヴァ書房、1998年、8頁-18頁。

18） Ibid, p. 162. 
19） Ibid, p. 163. 
20） Ibid, pp. 163-164. 
21） Ibid, pp. 166-167. 
22） Ibid, p. 167. 
23） Ibid, pp. 168-170, pp. 197-201. 
24） Ibid, p. 163-164. 
25） Ibid, pp. 241-242. 
26） Ibid, pp. 242-243. 
27） Ibid, pp. 243-245. 
28） Ibid, pp. 244-245. 
29） Ibid, p. 245. 
30） Ibid, pp. 245-246. 
31） A. S. Milward, op. cit., pp. 296-300. 
32） G. Noël, op. cit., pp. 248-249. 
33） Ibid, p. 249. 



－   109  －

34） Ibid, pp. 249-251. 
35） Ibid, pp. 251-253. 
36） Ibid, pp. 253-255. 
37） Ibid, pp. 255-256. 
38） Ibid, pp. 256-257. 
39） Ibid, pp. 259-262. 
40） Ibid, pp. 262-264. 
41） Ibid, pp. 264-270. 
42） Ibid, p. 265. 
43） Ibid, pp. 272-285. 
44） Ibid, pp. 295-299. 
45） Ibid, p. 299. A. S. Milward, op. cit., p. 303. 
46） A. S. Milward, op. cit., pp. 302-303. G. Noël, 

op. cit., pp. 299-300. 
47） G. Noël, op. cit., pp. 300-302. 
48） Ibid, pp. 302-304. 
49） Ibid, pp. 304-305. A. S. Milward, op. cit., 
 p. 304. 
50） G. Noël, op. cit., pp. 305-306. 
51） Ibid, pp. 306-307. 
52） Ibid, p. 309. 
53） A. S. Milward, op. cit., p. 304. 
54） G. Noël, op. cit., pp. 309-311. 




