
農業保護の欧州化（下―２）
―A.S.ミルワードの「国民国家のヨーロッパ的救済」：事例研究Ⅲ―

白 石 義 樹

目 次

はじめに

第１節 戦後西欧農業の政治経済学

� 農工間所得の格差拡大問題の歴史的回顧

� 戦後西欧の農工間所得の格差拡大問題

第２節 農業圧力団体と戦後欧州諸国家

� 西ドイツのケース

� オランダのケース

� フランスのケース

� イタリアのケース

� ベルギー・ルクセンブルグのケース

� UKのケース

第３節 １９５０年代の保護・価格消費

� 農業保護の２本柱：価格コントロールと

貿易コントロール

� ５０年代の特定農産物価格動向

� 農産物の消費動向と余剰農産物（以上、

第３８巻第１号）

第４節 余剰はけ口の開拓

� 農業計画

� フランスの特定農産物をとりまく環境

①小麦

②砂糖

③酪農品

＜バター＞

＜チーズ＞

＜ミルク：練乳・無糖練乳・脱脂粉乳＞

（以上、第４０巻第２号）

第５節 政治的解決の探求

� 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

� 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

� 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提唱

（１９５１年３月）

②欧州農業コンファレンスへの道

③欧州農業準備コンファレンス

１．暫定研究グループ（１９５２年５月１５日―

１９５３年１月１１日）

２．「小欧州」の並行的イニシアチブ

（１９５２年１１月―１９５３年３月）（以 上、

第４１巻第２号）

④欧州農業コンファレンス（１９５３年３月―

１９５４年７月）（以下、本号）

１．第１次欧州農業コンファレンス

２．暫定委員会の論議（１９５３年５月―１９５４

年３月）

＜暫定委員会の作業過程＞

＜暫定委員会の最終報告概要＞

３．第２次欧州農業コンファレンス

（１９５４年７月６日―１０日）

� 欧州農業共同体計画挫折以後の展開

①欧州農業共同体計画挫折の諸原因

②OEEC農業・食糧閣僚委員会の始動

③メッシーナ会議からローマ条約の成立へ

第６節農業保護と階層的権力（以下、次号）

－ 99 －



１．第１次欧州農業コンファレンス

欧州農業コンファレンスは１９５３年３月１６日、

パリ、シャイヨー宮において、ジョルジョ・ビ

ドーによって開催された。このコンファレンス

には、ドイツ連邦共和国、オーストリア、ベル

ギー、デンマーク、スペイン、ギリシャ、アイ

ルランド、イタリア、ルクセンブルグ、ノルウ

ェー、オランダ、ポルトガル、イギリス、スイ

ス、スエーデン、トルコ、フランスの１７カ国が

参加した。各国の代表団は第１９表にみられるよ

うに、政界、官界、農業界などのメンバーで構

成されていた。さらに、コンファレンスはオブ

ザーバーとして、CEA（欧州農業連合）、FIPA

（国際農業生産者連盟）のREE委員会、FITA

（国際農業労働者連盟）、FITAC（国際基督教農

業労働者連盟）の代表者が参加することを認

め、国際会議としての体裁を整えることになっ

た
１）

。ところが、３月１６日に開催されたコンファ

レンスは３月２０日には中断され、欧州農業共同

体創設の支持原則を再確認するだけにとどま

り、議題に記載されている３つの主要課題に関

しては設置予定の暫定委員会に委ねることにし

た。ところで、欧州農業共同体創設の目的は①

農業市場の安定、②供給の保障、③農業生産拡

大の促進・調整、④農業部門と他の経済部門と

の関係を考慮しつつ、共同市場設立を目指すた

めに農産物の生産と市場の諸条件の調和、であ

るが、これら目的を達成するために３つの議題

が設定された。すなわち、①欧州農業市場の組

織化の目的、②諸機関の性質・形態・権限、③

農産物市場組織化の準備段階、の３点である
２）

。

暫定委員会はこれら議題について論議し、報告

書を作成することになったのである。暫定委員

会での論議並びに報告書の概要については項を

改めて述べることにして、まずコンファレンス

中断までの論議を整理しておこう
３）

。

コンファレンスはまず農産物リスト（第１小

委員会）について論じた。オランダは農業部門

全体の市場組織化を望んでいただけに、提案リ

ストがあまりにも限定的であることに不満を述

べた。オーストリアは統合の最初の措置として

食用・飼料用穀物、家畜、牛乳・乳製品の組織

化が必要であるとしていたが、肉、野菜、果

実、ぶどう酒の市場組織化には躊躇いを示し

た。デンマークとベルギーは提案リストを全面

的に承認したが、ポルトガル、イタリア、フラ

ンス、ギリシャ、トルコ、イギリスは提案リス

トにぶどう酒を追加することを要求した。な

お、ギリシャとトルコはなるべく多くの農産物

リストを含むことを願ったけれども、トルコは

砂糖をリストに加えることについては留保し

た。ドイツは提案リストについては承認した

が、さらに追加的な農産物の市場組織化を要求

した。

以上のように、農産物リストに関しては各国

間には違いもみられたが、コンファレンスは提

案リストが厳密に限定的な性質を有する必要が

ある限りでは、この提案リストを承認し、穀

物、タバコ、果実・新鮮野菜・乾燥野菜、砂

糖、家畜・肉、乳製品、木材の７品目の市場組

織化に着手することを決定した。

コンファレンスは将来の農業共同体の目的と

この目的達成のための措置の明確化について論

じたが、後者の問題については論議は混沌を極

めることになった。というのも前項でも述べた

ように、６カ国事前会議でのフランス・テーゼ

（「経済的テーゼ」）とオランダ・テーゼ（「政治

的テーゼ」）の対立がコンファレンスの論議にも

大きく影響を及ぼしたからである。

フランスは漸進的方法且つ協調的方法で、欧

州農業市場統合を計画していることを明言し、

この計画を達成するために欧州レベルでの地域

適用として国際農産物協定のような農産物協定

を通じて一定数の農産物市場の組織化を計るこ

とを追及した。フランス政府は「市場の合理的

組織化の第１段階において、また、市場の漸進
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的統合の展望の下で、実現することが望ましい

措置を的確・詳細な共同提案」
４）

が作成され、強

いてはフランス代表団が政府の意を汲んで、７

品目の農産物リストに関して原則的な合意を得

るように努力すべきだ、と述べていたわけであ

るが、フランス代表団はこの点に関してはオラ

ンダなど多くの反対があることにも考慮して、

当面は暫定委員会を設置し、この問題解決の任

に当たらせるべきだ、とコンファレンスに提案

した。

マンスホルトはフランスの変身を厳しく批判

し、従来の原則的立場を崩さず、１９５３年３月１１

日のオランダの外交文書において、完全な市場

統合前に過渡的解決として欧州関税同盟の設立

を目指すことを繰り返し述べてきたが、３月１９

日のコンファレンスでも、マンスホルトはロー

マ外相会議での共同市場の制度問題が全面的に

解決されるべきである、という急進的なポジシ

ョンを述べた。ところで、オランダはその後、

コンファレンス自体が窮地に陥ると、フランス

提案の暫定委員会設立に賛成することになるの

であるが、現状のままではオランダにとって経

済的にも政治的にも受け入れがたい方針が打ち

出される可能性があることもあって、フランス

の提案している暫定委員会設置に賛成し、この

問題の先送りをすることが有利だ、という判断

を降したともいえるのである。それはともか

く、コンファレンス参加の他の諸国の反応は如

何なるものであったか、以下整理しておこう。

欧州石炭鉄鋼共同体加盟諸国の反応からみて

おこう。まずドイツの反応はどうであったか。

ヘルメスはフランスのポジションに近かった

が、仏蘭間の妥協を計るために、農産物・農産

物グループの専門委員会設置の枠組みのなかで

調整委員会の設置を提案した。さらに、ヘルメ

スは専門委員会が経済関係全体の検証を任務と

し、もっと広範な経済統合の決定的な構成要素

となるべきだ、と述べた。次に、イタリアはフ

ランスとドイツのポジションに近かったが、フ

ァンファーニ団長は各農産物の特殊な状況、農

業労働者問題、金融市場、通商・輸送システ

ム、関税体制への全般的な成果と究極の適用を

検証する研究小委員会設置を提案した。ベル

ギーとルクセンブルグは仏蘭対立には触れず、

農産物の組織化を支持した。

このような仏蘭間の足並みの乱れは欧州農業

共同体計画に反対しているイギリスを利するこ

とになったが、アンソニー・ナッティングは３

月１８日、「農産物貿易問題の解決を計るため

に、通商政策と金融政策の基本的問題に不可欠

な調整を可能にし準備するOEECの枠組みで

の機関で政策を採択することが必要だ」
５）

、と述

べるとともに、３月２０日には、ナッティングは

断固として農産物・農産物グループ毎の特別研

究の原則に反対した。イギリスの見解には、ア

イルランド、スイス、ポルトガル、デンマーク

が同調した。一方、ギリシャとオーストリアは

欧州農業市場の組織化・統合を支持した。

将来の共同体機関の組織・権限問題について

は３者３様のテーゼが対立していた。第一の

テーゼはオランダが主張する超国家機関の設置

だ。第二のテーゼはイギリスが主張し、スカン

ジナビア諸国が支持する諮問的形態である

OEECの枠組みだ。第三のテーゼはフランス

が主張し、ドイツ、イタリアが支持する特別機

関設置だ。イギリスはコンファレンスにおいて

も、１９５１年以来の主張は変更しなかったが、オ

ランダとフランスは主張を変更することになっ

た。

オランダは欧州石炭鉄鋼共同体の実現や６カ

国間の様々な共同体計画（欧州防衛共同体計

画、欧州政治共同体計画、欧州運輸共同体計

画〕の進展を背景にして、欧州農業共同体計画

でも欧州石炭鉄鋼共同体を模範とする超国家的

な機関創設を明確に打ち出していた。従って、

マンスホルトはOEECのような協議原則に基

づく機関が単一市場の問題解決に全く役立たな

かったことからみて、イギリス・テーゼが示す
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ような諮問的基盤に基づいて設立されるあらゆ

る制度的手段に反対してきたし、フランスの変

身についても猛烈な批判を展開してきた。とこ

ろが、マンスホルトは３月１９日のコンファレン

スでは、これまでの強硬な姿勢を転換し、「戦

術的後退」を示すような発言をした。マンスホ

ルトはフランス・テーゼの諮問的な性質を有す

る特別機関創設を拒否し、コンファレンスがこ

の点に関して具体的成果を得なかったことを踏

まえて、参加諸国に妥協的解決を提案した。提

案の内容とは、専門家委員会が農業市場の組織

化に関連する制度的問題に関する報告を準備

し、今後開催される予定である第２次欧州農業

コンファレンスで提案の判断を委ねようという

ものである。さらに、マンスホルトはオランダ

の主張する６カ国間の統合政策の成功のチャン

スを窺うためにも、制度問題の事前的解決が機

関の参加条件として参加国に求めるものでな

い、ということを念押しした。このような戦術

的後退は６カ国グループ内でのオランダの孤立

を示している。というのもルクセンブルグは中

立を保つとしても、ドイツ、イタリア、ベル

ギーはフランス・テーゼを支持していたからで

ある。一方、フランス政府は設置される機関に

委ねられる権限の検証、性質、範囲について論

じることが時期尚早だ、として制度問題につい

てはフランスが提案している暫定委員会の作業

結果後に論じられるべきだ、とした。フランス

政府はマンスホルト―ローレンス議定書拒絶

後、いかなる主権放棄にも反対だ、という立場

を明らかにしていたので、マレコットは代替案

として農産物協定の調整・コントロールのため

の決定・調停権限を意のままに行う執行行政機

関である閣僚委員会に委ねることを強く勧め、

オランダの主張する６カ国に限定された超国家

機関の原則に反対したのである。

最後に、共同体の領域（参加国数）問題につい

ても欧州石炭鉄鋼共同体６カ国に基づく欧州農

業共同体創設を提案するオランダとOEEC加

盟国全てを含む貿易自由化計画を提案するイギ

リスとの間の対立があったが、オランダの提案

は６カ国間、特にオランダとフランスとの間の

対立を生じただけでなく、欧州農業共同体創設

に伴う厄介な問題を生じさせことにもなったの

である。まず前者の問題に関しては、オランダ

はすでに述べたように、欧州石炭鉄鋼共同体６

カ国に基づく欧州農業共同体の創設を主張して

いたのに対して、フランスなどの５カ国は

OEEC加盟国全てとスペインを含む広範な組

織化を主張し、対立していた。後者の問題に関

しては、２次元の共同体を考慮に入れるという

厄介な問題が生じる、ということである。すな

わち、共同体加盟グループと共同体非加盟グ

ループ間の次元問題、と、共同体加盟グループ

と加盟グループ海外地域間並びに共同体加盟グ

ループと非加盟グループ海外地域間の次元問題

である。しかしながら、コンファレンス参加諸

国はこれら問題の厄介さを克服できなかった

し、この克服は前述のとおり、オランダとフラ

ンスの対立もあっただけに不可能であった、と

いえる。こうした状況は農産物の貿易自由化促

進、農産物のよりよい分配、欧州域内並びに第

３国との通商政策がOEEC加盟国全てを含む

共同体の枠組みで展開することを主張するイギ

リス、スイス、ノルウェー、デンマークのテー

ゼを強化することになった。ところで、６カ国

の共同体かそれとも１７カ国の共同体かの選択は

政策以前の問題であるが、６カ国間の合意が欠

如しているだけに、この問題については未解決

のままであった。

以上のように、コンファレンスはなんらの合

意にも達しなかったが、小欧州６カ国はそれに

もかかわらず、欧州農業市場の組織化・統合の

方法を明確にするために打開策の検討を開始

し、まずフランス提案の暫定委員会設置によっ

てコンファレンスの窮地を脱することを目指し

た。ドイツ、イタリア、オランダは早速この趣

旨に賛同した。ヘルメスは欧州農業市場の組織
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化の技術的実現を可能にする暫定機関設置の有

用性を強調し、ファンファーニは機関設置の必

要性を述べるとともに、欧州農業市場の組織化

の諸段階並びに方法の明確化の緊急性を強調し

た。ベルギー農相ヘガーは３カ国の賛同を受け

て、フランス単独の提案をドイツとオランダの

２カ国を加えた共同提案とすべく起草委員会の

設置を提案し、起草委員会は暫定委員会設置に

関する３カ国共同提案として纏められた。なお

暫定委員会の下には、農相代理と専門家で構成

される小委員会も設置されることになった。小

委員会の任務は第一に、農業市場に充分な安定

と供給のために不可欠な保証を確保すること、

第二に、参加諸国間の貿易に関しては欧州特恵

を貫くこと、第三に、農業生産の均衡的・合理

的な拡大の促進と調整、最後に、農産物の生産

条件並びに市場条件の調和、であった。それは

ともかく、暫定委員会設置提案は３月２０日、デ

ンマークとノルウェーの留保があったけれど

も、コンファレンス参加国の大方の賛同を得て

決定されたのである。それでは次に暫定委員会

での論議を整理していくことにしよう
６）

。

２．暫定委員会の論議（１９５３年５月―１９５４年

３月）

＜暫定委員会の作業過程＞

暫定委員会は４月２７日―３０日、パリ、シャイ

ヨー宮で第１回セッションを開催した。会議参

加国はドイツ、オーストリア、ベルギー、デン

マーク、スペイン、フランス、ギリシャ、イタ

リア、ルクセンブルグ、ノルウェー、オラン

ダ、ポルトガル、イギリス、スイス、トルコの

１５カ国の正式参加とオブザーバーとしてスエー

デンの１カ国が参加したが、アイルランドは代

表団を見送った。なお国際機関に関しては、

FAOと OEECは代表を送ったが、欧州審議会

の諮問会議とFIPAはオブザーバーとしての参

加を認められなかった。各国の代表団は政界、

各省庁、農業界、農業関連の産業界・商業界、

農業団体のそれぞれの代表者で構成され、多様

な人選がなされていた。暫定委員会はフランス

のルイス・ラボットを議長に、イタリアのウ

ゴ・ラビ、ドイツのアンドレアス・ヘルメス、

オランダの J. J. ファン・デール・リーの３名

を副議長に選出し、暫定委員会ビュローを構成

した。暫定委員会ビュローは委員会の方向を保

障し、様々な専門家グループの作業を調整・運

営することを任されるとともに、委員会の研究

分野において特別権限を有する専門家の協力を

仰ぐこともできた。

暫定委員会は猶予期間も限られているし、問

題の拡散を防ぐためにも論議を次の２点に絞る

ことを決定した。まず第１点は経済的問題とい

える「諸市場の組織化と統合の方法」に関する

問題だ。第２点は政治的問題といえる「連合第

３国あるいは非連合第３国との関係構築を含む

制度問題」だ。ところで暫定委員会は後者の問

題に関しては明確な指令を示していなかった

し、政治的論議そのものが欧州防衛共同体問題

などの停滞により、問題そのものが第２プラン

として格下げされたこともあって、論議は専ら

前者の問題に集中されることになったのであ

る。従って、暫定委員会は諸市場の漸進的統合

が達成すべき目標だ、と課題設定して、そのた

めの諸市場の合理的な組織化の措置・手段の検

証に努めることを決定した。諸市場の合理的な

組織化の措置・手段は次のような目的のために

明確化される必要がある、と暫定委員会は述べ

ている。すなわち、①人々の生活水準の向上、

②貿易の増大、③市場の安定化、④生産の均衡

的・合理的な拡大、である。さらに、暫定委員

会は農産物の生産並びに市場の諸条件の調和に

関する提案と参加諸国の農業政策の調整に関す

る提案を作成することを望んでいた。

暫定委員会は優先課題として、限定的な農産

物市場の組織化で取り扱う経済的・技術的問題

の解決に取り組むことになった。とりわけ、暫
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定委員会は各農産物市場の生産、貿易、消費に

関する研究にまず取り組み、それぞれの目標を

次のように設定した。すなわち、生産：各国の

生産計画の調整、欧州レベルでの農業生産なら

びに農業市場の諸条件の有効な調和を可能にす

る技術的・経済的措置を追求すること、貿易：

欧州特恵概念のできるかぎり大規模な適用、競

争を歪める一方的な措置の撤廃、保護主義的慣

例の緩和を計画し、農産物の域内貿易増大のた

めの解決を提案すること、消費：一定の農産物

の消費増大のための共同行動、だ。そこで暫定

委員会はこれら課題を効率よく進めるために、

農産物・農産物グループ毎の小委員会を設置す

るとともに、政治的問題である制度問題に関し

てはひとまず留保して、一般的問題に携わり、

他の経済部門に関して提案されてきた措置の影

響を研究する「水平的な小委員会」を設置する

ことを決定したのである。

１９５３年５月には、穀物グループ、乳製品グ

ループ、果実・野菜の３グループの小委員会が

早速設立され、３グループの専門家は予定期限

内に事前報告を作成した。事前報告は当該農産

物市場の組織化に関する全体的なプランとして

示される技術的・経済的性格を有する外交文書

であった。事前報告は１９５３年７月７日―１０日開

催の第２回セッションに送られ、暫定委員会に

よって検証された。次いで、暫定委員会は最終

報告作成のために、３グループの小委員会に若

干の補完的な指令を与えた。指令の内容は次の

とおりだ。すなわち、まず第一に、組織化計画

の目的が共同して、参加諸国によって生産、交

換・貿易、加工、消費の諸問題を解決するため

に充てられる措置・対策を講じること、第二

に、もっと長期的には、目標はどのような障害

もない諸国間の農産物貿易であること、第三

に、農業生産の拡大が望まれているが、それが

是が非でも追求される必要がなく、その代わり

に、第３国の実際の価格と独立した欧州価格を

決定し、最大限、欧州域内通商特恵の原則を作

用させること、第四に、保護措置が緩和され、

各国の措置・対策の調整問題を検証する必要が

あること、最後に、各国の生産政策、消費政

策、価格政策のもっと緊密な調整が必要である

こと、だ。暫定委員会はこれら指令内容を充た

すためには、組織化計画の実施を任される機関

の新たな任務を明確にするために専門家を召集

することを決定した。さらに、第２回セッショ

ン中、新たな農産物・農産物グループ、肉専門

家グループの召集を決定し、９月に小委員会を

設立することを決定した。また、農産物・農産

物グループの小委員会の任務を越える問題全て

を取り扱う小委員会の設置も決定したのであ

る。

暫定委員会の第３回セッションは１０月２６日―

３０日間、パリで開催された。しかしながら、暫

定委員会は閣僚に報告を送ることができなかっ

たために、代表者は暫定委員会の総括報告の期

限を１２月３１日に延期することを決定した。とこ

ろで、若干の代表団は農産物市場の組織化の一

般的問題に関して、政府の公式指令を受けてい

なかったこともあって、一般的問題、とりわけ

一般的な金融・通商・経済問題に関与すること

を拒否した。また、多くの代表団はオランダが

強く要望していた欧州農業共同体計画の６カ国

間の基本的な対立と欧州防衛共同体・欧州政治

共同体の一定の停滞を確認もした。それはさて

おき、暫定委員会は果実・野菜並びに肉に関す

る事前報告を検証した。さらに、暫定委員会は

小委員会がFAO並びにOEECと協力して、

追加的な経済報告を作成することを要請した。

報告内容の項目は次のとおりであった。

「a）消費と分配に関連する諸問題

b）生産に関連する諸問題

－農業政策の調整

－欧州生産の方針

－原価の引き下げと諸国間の不均衡緩和

－専門家グループの諸提案の比較と様々な

生産間の相互連結の検証
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c）貿易に関連する諸問題

－通商特恵

－関税問題

－技術的問題

－補償問題

－国際収支問題

－第３国との通商関係

c）統計方法；組織化段階以後の比較可能な

各国統計を準備する必要性」
７）

暫定委員会はこれら報告に加えて、市場組織

化に関する協定に対する部分的支持の可能性、

通商特恵の原則、欧州価格水準の方針、協定の

コントロールと実施を掌る専門機関の設置の必

要性についても明確にする必要があった。一般

的問題の小委員会に関しては、暫定委員会は

１９５３年１２月２日に検証するための報告作成に努

めた。

暫定委員会の第４回セッションは１９５４年１月

１３日―１６日間開催された。暫定委員会は家畜と

肉に関する専門家グループの報告を承認し、今

後新たな農産物に関する研究をしない、と決定

した。暫定委員会は一般的問題の小委員会の報

告に満足し、暫定委員会の報告作成に関してこ

の報告から着想を得たものだと認めた。最後

に、最も紛糾した問題は設置されるべき機関の

組織と権限の問題であった。フランス、ドイ

ツ、オーストリア、ベルギー、スペイン、ルク

センブルグ、トルコの７カ国はあらゆる国際機

関から独立した特別機関の設置を支持したが、

イギリス、スイス、スエーデン、ギリシャ、イ

タリア、ノルウェー、ポルトガルの７カ国は既

存機関、すなわちOEECに任せることを支持

した。他の２カ国、デンマークとオランダはこ

の点に関して態度表明をしなかった。このよう

な２陣営の対立は最終セッションでは妥協がえ

られなかったので、いったん中断し、１９５４年２

月１６日―１９日間、暫定委員会が開催され、論議

と修正がなされ、閣僚コンファレンスに対する

暫定委員会の報告の最終テクストを承認するこ

とにこぎつけたのである。では次に、暫定委員

会の最終報告の内容について概観していくこと

にした
８）

。

＜暫定委員会の最終報告概要＞

最終報告は第１部、解決すべき諸問題と行動

の一般的原則、第２部、行動計画の明確化と実

施、第３部、諸機関、の３部構成になってい

る。

第１部は総論ともいえるものであり、同テー

マのFAO報告やOEEC報告と内容的には同

じようなものであるが、暫定委員会の最終報告

の独自性は欧州域内貿易の特定分野、すなわち

通商特恵、第３国との関係、関税政策の調和、

補償問題の諸分野を強調している点である。だ

が、これら特定分野に関しては、参加諸国間の

見解の相違が際立っている分野でもあった。

第２部は生産、消費、貿易の各分野での行動

計画が明確化されるとともに、具体的な諸提案

も行われている。まず生産に関しては、暫定委

員会は西欧の生産と需要を均衡化させる欧州生

産の一般的方針の重要性、と、欧州計画のもと

で価格格差の縮小・是正に導く価格政策の必要

性、を強調している。暫定委員会は生産コスト

の引き下げと同時に、欧州共通利害に基づく国

内市場の組織化と生産条件の調和を実現するこ

とが不可欠だ、と強調している。暫定委員会は

このことを達成するために、普及、教育、研究

の努力・促進とともに、技術的進歩・向上・発

展のための行動計画を提案している。さらに、

暫定委員会は生産手段のコストに留意しつつ、

農業開発設備を容易にし、農業活動に適用され

る信用政策の実施を提案するとともに、農業経

営単位の規模拡大のための区画整理を進める政

府介入の必要性も提案している。

次に、農産物の消費と配分に関しては、暫定

委員会はこれらに関わる価格の詳細、農産物の

品質とよりよいプレゼンテーション政策の必要

性と農産物の需要促進手段として適切な宣伝・

－ 105 －



教育の必要性に関しては慎重な提案を作成する

ことに留める。

最後に、貿易に関しては、暫定委員会はより

一層の徹底的な分析を通じて、農産物・農産物

グループ毎の貿易システムを提案している。ま

ず穀物に関しては、欧州通商特恵体制の下での

欧州域内貿易に関する価格・数量保障に基づく

国際協定タイプの組織化、果実・野菜に関して

は、輸出入数量制限のない最低価格の多角的シ

ステム、乳製品に関しては、最低価格と最高価

格を有する輸出入数量制限の調整、最後に、家

畜・肉類に関しては、体系的・多角的・特恵的

な輸出入制限システムの適用、といった貿易シ

ステムを提案している。しかしながら、これら

提案は代表団全ての承認を受けていなかったの

で、暫定委員会は一定の原則に関して各国の閣

僚に態度表明をすることを提案した。態度表明

すべき事柄とはまず第一に、漸進性の概念と計

画されている組織化の様々な段階の範囲を画定

するために予想されている実現スケジュール作

成の必要性、第二に、ナショナリズム、２国間

主義にとってかわるところの欧州決定重視のた

めに不可欠な多角主義の原則、第三に、欧州農

産物協定に対する欧州諸国家の全面的な支持あ

るいは部分的な支持、の３点である。

第３部は任務内容に応じた諸機関の設置問題

が扱われている。任務内容には①情報と分析、

②一般的な調整と方針、③準備・実施・コント

ロール・援助があるわけであるが、それぞれの

任務内容、さらに、職務・任務内容に応じた諸

機関の設置も勧告しているので、以下順次みて

おくことにしよう。

まず最初に、暫定委員会は第一の任務、「情

報と分析」に取り組む共同機関を設置し、この

機関が各国の公的サービス機関と協力して、情

報と分析の任務にあたることを勧告した。この

機関は各国の農業経済と農業市場の状況の注視

と比較、欧州市場に対する各国の介入措置の影

響評価、市場組織化の目的達成のためにとられ

るべき措置の方針と性質に関する提案作成、が

主要な任務内容であるが、統計分野では、この

機関は加盟諸国の政府サービス機関を補佐し、

自由に利用可能な各国資料の比較を容易にする

適切な方法を追及するとともに、統計方法の標

準化と規格化をめざす研究に参加する。

次に、暫定委員会は第二の任務、「一般的な

調整と方針」を果たす機関として、参加諸国の

農相、必要ならば、他の政府代表者も含めた

「常設機関」の設置を勧告した。この機関は一

定の特定分野の権限によって、あるいは、代表

者によって影響を及ぼす代行委員会によって補

佐される。常設機関の具体的任務は各国農業政

策の比較・対照することであり、さらに、農業

市場の組織化・統合の目的に合致させるよう

に、当該国全てあるいは数カ国がとるべき措置

を明確することである。さらに、この機関は共

同体レベルでの目標を達成するために、各国政

府に勧告する。暫定委員会は常設機関がこれら

任務を達成するためには、一定の強制力が必要

となるために、超国家的性格を有する一定の権

限が与えられる政府間組織を要望した。

最後に、暫定委員会は第三の任務「準備・実

施・コントロール・援助」を果たす機関として

複数の専門委員会の設置を勧告した。これら専

門委員会は農産物協定の適用と投資・生産条件

の調和・労働力に関する一定の行動・影響を検

証する。

第１９表欧州農業コンファレンス代表団名簿

フランス：団長：カミル・ローレンス

技術顧問：イブ・マレット
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農務省対外関係サービス課長：ルイス・ラボット

APPCA：ルネ・ブロンデル

CGA議長：ピエール・マルテン

FNSEA技術顧問：ピエール・ハルレ

CGA事務局長・経済評議会農業委員会報告者：フィリップ・ラムール

CNPF（フランス経営者国民センター副委員長）：レネ・ルメール―オド

ゥワール

ドイツ：団長：A . ヘルメス（農業総連合議長）

メレン博士

C. F. オフィール（全権公使）

ベルギー：団長：ヘガー農相

農務省局長：フォーゲット

農業者組合連合副委員長：コニックス

ベルギー農業同盟事務局長：ピエット

UPA国民連盟：ドゥモント・デ・シャザール

ルクセンブルグ：団長：ピエール・ドゥポング首相・国務大臣・農相

政府顧問：ジャン―ピエール、ブッシュラー

ルクセンブルグ農民センター事務局長：マシアス・ベルン

オランダ：団長：マンスホルト農相

農務省国際機関事務局長：J. ファン・デール・リー

対外経済関係事務局長：J. J. リンスホルト・ホフマン

オブザーバー：農業団体：ビエシュベル

イタリア：団長：ファンファーニ農相

国務副長官：マリオ・ルモール

OEEC農業顧問：シルビオ・オルランディ

農業専門家：マリオ・ビソッチ

オーストリア：団長：トーマ農相（６名の役人）

トルコ：団長：ニディム（１４名のメンバー）

デンマーク：団長：K. リー漁業大臣

農務省局長：V. ブレーソン

農業顧問：A. P. ヤコブソン

農業団体代表者：７名

ノルウェー：団長：ラスムス・ノードボー農相

通商大臣：エリック・ブロフォス

スエーデン：団長：ウエストマン在仏大使

イギリス：団長：アンソニー・ナッティング外務省国務次官

復興省国務次官：E. N. H. リオド

OEEC所属：W. プライス
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３．第２次欧州農業コンファレンス（１９５４

年７月６日―１０日）

第２次欧州農業コンファレンスはフランス農

相ロジャー・ホウデット議長の下で、１７カ国が

参加して、パリ、シャイロー宮殿で開催された

（各国の代表団構成員は第２０表に示されている

ので参照されたい）。コンファレンスはイギリ

スのペースで進められることになった。という

のもすでにフランスの豹変にも現れているよう

に、１７カ国の大所帯の下での欧州農業協力体制

の構築を追及する、ということになれば、オラ

ンダの主張するような６カ国での欧州農業共同

体計画の追及ということは鼻から問題にならな

くなるのも理の当然だったからである。

イギリス代表団団長セルカーク伯爵はボーデ

ットの開会演説に続いて、まず第一にコンファ

レンスの任務のOEECへの移管・移譲問題の

検証、第二に、特別独立機関によるよりも政府

間機関による欧州農業問題の研究、を参加諸国

に求めるイギリス・テーゼ開陳の演説を行っ

た。イギリス・テーゼで示されている計画はま

ず第一に、多角的行動によって数量制限の漸進

的撤廃を通じて農産物の欧州域内貿易発展のた

めに実施すべき措置の研究、第二に、農産物の

価格・生産・分配・消費に関連する問題の研

究、と、各国農業政策の調和のために加盟諸国

に対する勧告作成、第三に、食糧・農業委員会

の協力の下、欧州生産性機関によって導かれる

生産性活動の準備、最後に、欧州政策だけでな

く、アメリカ合衆国・カナダの政策と世界市

場・欧州市場の状況も考慮に入れた農業政策の

検証、の４本柱で構成されている。ところで、

イギリス・テーゼに関しては、OEECの大多

数の諸国が支持を表明していたが、フランス・

テーゼ、すなわちコンファレンスの任務の

OEECへの移管・移譲反対、さらには特別独

立機関の設置、を求めるフランスなどの少数派

の見解も無視できないだけに、両者間で妥協の

道を探ることになるのであるが、これに先立っ

て、多数派と少数派それぞれの見解をみておこ

う
９）

。

まず少数派の見解からみていく。ドイツ農相

アイルランド：団長：C. C. クレメン在仏大使

農務省総局長：J. C. ナグル

在仏一等書記官：E. L. ケネディ

ギリシャ：団長：ランブロス・エフタックシアス蔵相・前農相

農務省局長：デメトレ・コロポロス

スイス：団長：ジェラルド・バウアー全権公使

スイス農民同盟副書記長：ジャン・ケラー

OEEC所属顧問：ピエール・ドゥポン

ポルトガル：団長：ビクトリア・ピレス国務次官

スペイン：団長：ラファエル・カベススタニ農相

オブザーバー

FAO：ピエール・シナード、ボアード

OEEC：カーシェン技術サービス部長、B. I. フェルトン農業局局長、J. ファン・ヒ

ューデン事務官

（出所） G. Noel, Du Pool Vert a la Politique Agricole Commune, pp.３１２―３１４より作成。
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リュプケはOEECへの任務の移管・移譲問題

並びに制度問題を先行して論じるべきだ、とい

うイギリスの主張を退けて、コンファレンスで

論じるべき点を明確に述べた。リュプケはコン

ファレンスがまず暫定委員会報告を検討し、各

国農業政策の調和を容易にする一般協定作成の

原則を表明し、（この協定には、欧州農業協力

の原則並びに農産物の特別協定が組み合わされ

る）、さらにはコンファレンス参加諸国が共同

体農業政策に基づく原則に合意し、「共同市

場」設立に向けての準備期間中の諸段階を決定

することを願ったのである。

トルコ、スペイン、イタリア、ルクセンブル

グもまたドイツと同様の見解であった。トルコ

は暫定委員会報告を承認し、通商特恵システ

ム、と、世界価格システムとは異なる欧州価格

システム、の設立の必要性を強調し、コンファ

レンス参加諸国が制度問題を論じる前に、行動

計画に合意することを願った。なおトルコはフ

ランス提案の特別機関設置に賛同し、この機関

が参加国全てを代表する農相理事会であるべき

であり、満場一致で決定を履行する義務を負う

一定の行政権限を有すべきである、という提案

を行った。スペインのカベスタニィ農相も暫定

委員会報告を承認し、融通の利かない・型には

まった貿易自由化よりも政策調整によって農業

市場拡大を任された欧州農業独立機関の設置を

支持することを表明した。イタリアのG. メデ

ッチもドイツ、トルコ、スペインに同調して、

イギリス・テーゼの検討前に、暫定委員会報告

の検証を強く勧めた。ルクセンブルグもまたこ

れら諸国の見解に同調し、ロバート・アルスは

暫定委員会の結論を承認し、特別機関設置に賛

同の意思を明らかにした。では最後に、少数派

のリーダーでもあるフランスの見解をみておこ

う。フランスのイベス・マレコットはドイツの

見解を強く支持し、多数派が主張する貿易自由

化政策の確立の原則を厳しく批判し、欧州通商

特恵の設立こそ重要だと強調した。マレコット

はこのためには、一般的な農業協定、農産物の

限定的な協定を締結することが必要だし、さら

に、イギリスの述べる制度問題に関しても、準

備すべき計画は既存のどのような機関を採用す

る必要があるのかではなく、実施すべき欧州計

画に応じて作成される必要があるということが

肝要だ、と述べた。マレコットはこの計画に関

しても生産、消費、貿易の各分野での具体的な

政策作成を可能にするものでなければない、と

強調したのである。

一方、多数派の見解はどうか。多数派にはイ

ギリス、ギリシャ、アイルランド、ノルウ

ェー、ポルトガル、オランダ、スイス、デン

マーク、スエーデン、ベルギー、オーストリア

の１１カ国が参集していたが、なかでもこれまで

最も急進的な見解を述べてきたオランダが多勢

に無勢ということもあってか、多数派に鞍替え

したことが特筆されることである。オランダは

１９５４年５月以降、J. A. P. フランクの主宰する

諮問委員会で暫定委員会の作業成果を分析し

て、農業市場組織化の研究に関しては今後は

OEECに委ねられるべきだ、という提言を行

った。７月７日、マンスホルトはこれまで農産

物協定の締結については諮問的なものに基づく

欧州農業協力では充分でないという立場を堅持

していたが、この提言を受け入れて、OEEC

の枠組みでの政府間論議への参加を表明したの

である。但し、マンスホルトはイギリスのセル

カーク伯爵の提案に倣って、ということでもあ

るが、これまでのOEEC食糧・農業委員会の

組織・権限のままでは、欧州農業協力にも限界

が生じてくるので、食糧・農業委員会の再編を

行うとともに、再編された機関にはかなりの権

限を賦与すべきだ、と提案した。

以上のように、多数派と少数派の見解が開陳

されたのであるが、コンファレンス代表者はこ

のままではコンファレンスそのものが全面的な

失敗に陥らざるをえなくなるので、この危機を

打開するためにコンファレンス参加国全てが承
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認可能である妥協的な解決策を探る必要があ

る、として欧州農業市場組織化の範囲と方法を

明確にするための作業グループを設置すること

に合意したのである。作業グループは７月９日

設置され、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、スイ

ス、トルコ、スペインの１０カ国が参加し、スイ

スのルイス・メールが議長を務めることになっ

た。ルイス・メールは最終決議案を作成し、翌

１０日にはこの決議案を討議に付し、最終決議と

して採択することに漕ぎつけたのである。最終

決議はまず第一に、決議はフランス、ドイツ、

イタリアなどの少数派の国々が要求している各

国農業政策の調整を容易にする一般協定の締結

を準備することを明記し、少数派の国々が

OEECの枠組みでの作業参加を承認するポジ

ションに導き、第二に、コンファレンスの任務

移譲と任務追及の方法を明確にした。だがこの

ような最終決議の内容は当初、フリムランやマ

ンスホルトが願っていた欧州農業共同体計画の

挫折・失敗を意味することでもあったのであ

る。

第２０表各国の代表団構成並びに国際機関代表者

フランス（１８名）

ロジャー・ホウデット農相（団長）

イベス・マレコット技術顧問

ルイス・ラボット対外関係サービス長官

省庁高級官僚、代議士、通商産業界の代表者

ピエール・ハレFNSEA技術顧問

フィリップ・ラムールCGA事務局長

ピエール・マーチンCGA議長

レネ・ブロンデルAPPCA議長

ドイツ

リュプケ農相

A. ヘルメスドイツ農業総連合

メーレンドイツ農業総連合

省庁高級官僚

オーストリア（８名）

トーマ農林大臣

７名の役人

ベルギー

レフェブレ農相

ホルゲット

農業団体：Borenbond：コニックス副議長、C. ブーン経済顧問

ベルギー農業連盟：ピエット
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UPA：ドゥモント・デ・シャザール国民連合副議長

デンマーク（１３名）

J. スモラム農相

V. ブロソン内閣長官

農業団体：農業評議会３名、小農連合３名

オランダ（１３名）

S. L. マンスホルト農相

J. J. ファン・デール・リー、J. リンソルト・ホーマン

農業団体：農業者組合連合：J. S. ビーフュベル

イギリス（６名）

セルカーク伯爵領長官

復興省：F. ホリン、農務省：F. グラント、外務省：C. ホープ・ジョンズ

OEEC駐在代表団：W. プライス

アイルランド（３名）

J. M. ディロン

ルクセンブルグ（５名）

農業団体：マシアス・バーン中央農民事務局長

スイス（５名）

農業団体：アンドレ・ボレル農民同盟副書記長

スエーデン（７名）

外交団派遣：K. I. ウエストマンパリ駐在大使

ノルウェー

外交団派遣：スカグ大使

イタリア（１１名）

ギュセッペ・メデッチ農林大臣

国際関係サービス局長

スペイン（１０名）

ラファエル・カベスニィ農相
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� 欧州農業共同体計画挫折以後の展開

① 欧州農業共同体計画挫折の諸原因

ノエルは欧州農業共同体計画挫折に関して、

欧州的枠組みによる計画の挫折と欧州・世界農

業の状況変化が主要な原因であった、と述べて

いるわけであるが、これら諸原因についてノエ

ルの述べるところをまず整理しておこう。これ

までの論述と重なる部分もあるが、第１次・第

２次欧州農業コンファレンスの総括という意味

合いでも整理しておく価値があるであろう
１０）

。

欧州諸政府は１９５３年には、超国家的な欧州農

業共同体創設を目指す計画から政府間交渉に基

づく主要農産物の農業市場の組織化計画に転換

していたこともあって、超国家的な欧州農業統

合を目指すフリムラン・プラン、マンスホル

ト・プラン、シャルペンティエール・プランは

もはや欧州農業コンファレンスの論議の俎上に

のぼることもなく、イギリスのエクレスによっ

て推進されたプランが専ら論議の中心になって

いたのである。すなわち第２次欧州農業コンフ

ァレンスでは、経済プランに関係するフランス

の主張する主要農産物に関する共同市場創設の

原則が放棄されるとともに、欧州農業の特殊問

題を取り扱う農業独立機関の設置も問題にされ

なくなり、さらに、政治的プランに関連する欧

州農業共同体創設に関しては労働界や産業界の

ポルトガル（５名）

イブラハム・ビトリア・ピレス農業政務次官

トルコ

イブラハム・サーガット農業政務次官

ギリシャ（４名）

L. P. ニコレディス全権代表大臣

オブザーバー：政府系・非政府系国際機関

FAO

ボーマ経済局長、シナードジュネーブセクション長官

OEEC

ギドー・コロンナ総局長、B. I. フェルトン農業局長、B. デスチャー食糧・農業委員会

書記

欧州審議会

ペール・フェデルスピエル（デンマーク）、ゲルンス（ドイツ）、レネ・シャルペンティ

エール（フランス・農業特別委員会報告者）、ピエール・バロー（フランス・委員会書

記・農業部門リーダー）

FIPA

V. ビソッチ REE委員会議長、ロジャー・サバリィFIPA書記長、マクシン・ルイス

CEA

クリスチャン・ダンドロー議長、チャールズ・フェルドン書記

（出所） G. Noel, op. cit., pp.３４９―３５１．
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反対の声がますます強まってくる、という事態

になったのである。１９５４年７月１０日の決議は決

定的であり、フリムランなどの推進してきた機

能的統合・部門統合が完全に断念されたことを

意味することになった、ということである。で

はなぜ機能的統合・部門統合の挫折にいたった

のか、ノエルの述べるところをみておこう。

欧州農業共同体計画はそもそも欧州石炭鉄鋼

共同体に倣って構想された計画であったのであ

るが、農業部門は他の経済部門との依存関係の

強いセンシブルな部門であり、且つグローバル

なレベルでの問題と切り離して、欧州レベルの

問題としてだけで論じていくことのできない部

門でもあるので、オランダを除くイギリス、フ

ランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、

ベルギーの６カ国は「大欧州」による欧州農業

協力の道を選択することになったのであるが、

一方オランダだけは欧州政治共同体の延長線上

で従来の立場を堅持していたのである。だがこ

れもフランスがこれまでの仏蘭協力の立場を投

げ捨て、第２次欧州農業コンファレンスにおい

ても先の立場を強力に推進し、オランダの立場

を蔑ろにするとともに、欧州農業共同体計画そ

のものを葬りさる契機ともなったのである。さ

らに、欧州農業共同体の地理的エリアの境界画

定に関しても６カ国の共同体、８カ国の共同

体、１７カ国の共同体、のいずれの共同体創設を

目指すのか、という欧州農業共同体の地理的エ

リアの境界画定についても合意に至らなかった

ことも欧州農業共同体計画の挫折の原因であっ

た、といえる。さらに追い討ちをかけた原因が

あった。１９５４年９月初めに、フランス議会での

CED（「欧州防衛共同体」）危機は６カ国間での

連帯を突き崩し、機能的アプローチである欧州

農業共同体創設の政治的熱意も急速に衰えてい

くことになったのである。第２次欧州農業コン

ファレンスでの主要農産物共同市場の挫折に続

くCEDの挫折が「小欧州」レベルでの機能的

統合としての欧州統合プロセスの終焉を告げる

ことになった、ということである。だがこれら

原因によるだけでなく、世界農業・欧州農業の

状況変化も原因として加える必要があろう。こ

の点に関してはノエルとトレイシーの文献も参

照にしながら整理していくことにしよう
１１）

。

１９５４年に入ると、世界の農業生産は持続的拡

大を示し、主要な農産物輸出国であるアメリカ

とカナダ等などでは数種の農産物に関して在庫

増大に悩まされる事態に陥ることになった。と

りわけ、アメリカの在庫は欧州サイドにとって

みれば、余剰捌け口の格好の市場であるだけに

脅威であった。アメリカの在庫は金額的には、

１９４８年数百万ドルに過ぎなかったが、１９５０年、

４０億ドル、１９５２年の朝鮮戦争時、２０億ドルと減

少したけれども、１９５３年５月、３５億ドル、１９５４

年１月４５億ドル、同年５月６１億ドル、１９５５年１

月には７０億ドルにも上ったのである。１９５４年７

月の第２次欧州農業コンファレンス当時、アメ

リカの主要農産物の在庫量は小麦、１５ヶ月分、

綿花、１０ヶ月分、乳製品、８ヶ月、飼料穀物、

３億キンタルが倉庫を満たしていたのである。

一方、西欧の農業生産は第３図にみられるよう

に順調に拡大し、戦後の食料不足の時代から食

料過剰の時代を迎えようとしていた。これは欧

州諸国の農産物価格支持・安定化政策の展開に

よるものであるが、これら農産物はアメリカで

在庫が増大している温帯農産物であり、しかも

需要の停滞がみられる農産物であるだけに欧州

サイドにとっては頭の痛い問題でもあった
１２）

。さ

らに戦後、欧州サイドを悩ませたドル不足問題

の意識も薄れ、ドル圏からの農産物輸入に対し

ても農産物輸入国を中心にして門戸開放の動き

がみられるようになったことである。欧州の連

帯にもひびわれがみられるようになり、欧州農

業共同体創設計画による解決方法も終焉を迎え

ることになったのである。逆に、このことはア

メリカなどの農産物輸出国にとっては好都合な

状況変化であった。ところが、アメリカなどの

農産物輸出国の思惑と違って、欧州サイドは２
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国間貿易交渉にふけり、農業保護主義が復活す

ることになるのである。

農業保護主義の復活はまさに欧州農業コンフ

ァレンスの任務がOEECに移管・移譲される

ときに生じたわけであるが、この復活は欧州諸

政府の社会的経済的配慮並びに政治的配慮によ

って動機づけられていた。社会的経済的配慮と

して経済プランが打ち出されるが、具体的に

は、まず第一に、市場変動を避け、農業生産者

に販路を保障し、農業生産者の所得保障を計る

こと、第二に、農業政策が生産方針を通じて国

内必要量の最大限の満足を獲得することを目的

すること、第三に、政府の介入形態は輸入数量

制限政策や政府の直接購入といった手段を採用

すること、第四に、農産物貿易に関しては輸出

補助金を供与すること、などであった。次に、

政治的配慮として政治プランが打ち出される

が、具体的には、社会的安寧を計るために、農

業部門と他の経済部門との間の所得格差の是

正、すなわちより良い「パリティ」を達成する

ことである。ところで、このようなプランのう

ち、どの点に重点を置くか、については欧州諸

国の対応は経済的・政治的・戦略的・イデオロ

ギー的な諸理由のために多様であった。この点

について若干整理しておこう。

ドイツ・ベルギー・地中海諸国の対応は数量

制限と関税障壁の設置によって輸入を制限する

とともに、特に小麦と砂糖に関して生産者価格

のコントロール・保証を通じた保護政策を実施

した。次に、スイスの対応は永世中立国として

軍部増強と国内食糧確保が至上命題であるがゆ

えに、政府は農業生産者の所得を向上させるた

第３図 OEEC諸国における農業生産

（指標、戦前＝１００）

（原資料） OEEC and OECD Statics
（出所） Michael Tracy, Agriculture in Western Europe : Crisis and adapta-

tion Since 1880 , p. 226. 邦訳、阿曽村・瀬崎訳、『西欧の農業
―１８８０年以降の危機と適応』、農林水産業生産性向上会議、２４３
頁。
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めの農業規制システムを採用するとともに、農

産物の生産コストを分析した上で農産物価格の

レベルを決定してきた。

欧州農業共同体計画挫折の元凶でもあったフ

ランスの対応はどうであったか。１９５４年以降、

フランスは各国の農業政策作成に神経を尖ら

し、あらゆる欧州計画がフランスの利害に反す

ると同時に、国家主権をも侵害するものと捉え

ていた。欧州農業協力に関しては、フランスは

アメリカ、イギリス、ドイツの競争力を中立化

するものである限り協力する意思をもっていた

が、そうでない限りはその意思は全くなかっ

た、といえる。また、フランスは農産物輸出国

としての地位を確保する意思を明確にし、とり

わけ余剰農産物であるぶどう酒、肉、乳製品、

果実・野菜の販路確保に邁進したのである。一

方、欧州農業共同体計画挫折の主要な受益国で

あったイギリスの対応はどうであったのか。イ

ギリスは農産物輸入国として世界の農産物の調

達に関心をもってきたわけであるが、欧州農業

共同体計画挫折の結果、伝統的な農業政策・食

糧政策を追求することが可能となり、従来どお

り欧州域外諸国、とりわけ連邦諸国の農産物輸

入を継続することが可能になったのである。さ

りとて、イギリスは自国の農業保護を放棄した

わけではなく、農産物輸入量の削減を目指す増

産計画を追及したのである。当然、こうしたイ

ギリスの農業政策・食糧政策は欧州共同体計画

で唱えられた独立し、且つ、厳格な欧州農業市

場機関の設置に反対し、政府間協力の道を選択

したのも当然の理であった、といえるであろ

う。最後に、オランダの対応はどうであった

か、をみておこう。オランダは１９５４年には完全

に欧州農業共同体計画を諦め、世界レベルでも

欧州レベルでも「完全な貿易自由化」の支持に

回帰し、農業保護政策の撤廃を訴えた。特に、

オランダは欧州農業の特殊性を考慮して、欧州

農業生産の拡大と合理化の方針を提案するとと

もに、通商特恵システムの設立とセットとなる

欧州域内貿易の拡大と調和も提案した。

以上のように、欧州諸国の農業保護主義の復

活はそれぞれの国の農業事情を反映して、多様

な対応がみられたのであるが、それにしても欧

州諸国の連帯は世界農産物価格の低下、余剰の

存在、より一層の自給能力向上、西欧のドル建

赤字の削減、各国の需要のより一層の充足もあ

ってついえることとなり、欧州農業共同体計画

挫折以後、欧州諸国には倦怠と諦めの雰囲気が

蔓延する状態となったのである。こうした雰囲

気の中で、OEEC閣僚会議が開催されること

になるのであるが、この会議の動向については

項をあらためてみていくことにしよう
１３）

。

②OEEC農業・食糧閣僚委員会の始動

１９５５年１月、OEEC評議会は１９５４年７月の

決議に応じて、OEECの組織改革を実施し、

新たに農業・食糧閣僚委員会とその補佐機関で

ある代行委員会の設置を決定した。農業・食糧

閣僚委員会はまず第一に、農業・食糧に関して

加盟諸国の状況が引き起こす諸問題の定期的検

証、第二に、農業・食糧に関してOEECが検

討する諸問題の波及効果・影響と一般的な指令

案の評価、第三に、固有の権限内で農相が固有

の権限内でとるべき措置の決定、を任務とす

る。次に、代理委員会は農業・食糧閣僚委員会

の補佐機関として設置されたこともあって、か

なり広範囲な任務を取り扱うことになった。代

行委員会はOEEC評議会に食糧・農業問題に

関する見解を述べ、諸提案を提出することが任

務であり、これら任務遂行のために、農業・食

糧閣僚委員会の指令を受けてではあるが、小委

員会並びに作業グループの設立が認められた。

OEECの農業専門小委員会である農業生産・

通商問題小委員会、技術小委員会、肥料・殺虫

剤・薬剤小委員会、漁業小委員会がまず代理委

員会の下に組み込まれた。次いで、代理委員会

は政府系国際機関並びに有力な非政府系国際機

関と農業・食糧閣僚委員会との協力関係を構築

－ 115 －



するための提案も行うという研究センターの任

務を越える広範且つ野心的な任務も与えられる

ことになった。だが、代理委員会の任務はあく

までも、OEEC枠組みで、「すでに締結されて

いる国際協定と矛盾しない協力の方法を明確化

すること」であって、欧州ベースでの一定の農

業市場の組織化に関する方針に関してはどのよ

うな指標も与えないという限定付の任務だっ

た、という点については留意しておく必要があ

ろう。

農業・食糧閣僚委員会は１９５５年３月８日、

OEEC加盟の１８カ国と準加盟のアメリカ、ス

ペイン、カナダの３カ国が参加して開催され

た。閣僚委員会・会議は議長にはイタリア農林

大臣、ギュセッピ・メディチ、副議長にはイタ

リア農相、レネ・レフェブレとアイルランド農

相、ジェイムス・ディロン、OEEC農業・食

糧事務局長には暫定委員会並びに準備作業グ

ループの前議長であるルイス・ラボット（フラ

ンス）、をそれぞれ選出した。とりわけルイ

ス・ラボットの選出は象徴的であった。という

のもこの選出は欧州農業コンファレンスの任務

のOEECでの遂行を保証するものとして解釈

されるからである。ところが、OEECサイ

ド・OEEC事務総長は開会式の演説で、OEEC

の農業政策に関しては一切方針を変更するつも

りがないことを表明したうえで、フランス農

相、スルベルトの批判に応える形で、欧州農業

問題をグローバルな経済的文脈に据え直し、ま

ず第一に、克服すべき諸問題と欧州農業問題の

特殊性にもかかわらず、貿易自由化が追求され

る必要があること、第二に、OEECが今後主

要農産物市場の組織化に関しては新たな行動を

起こすつもりが全くないこと、を強調した。だ

が、OEEC農業・食糧事務局長に任命された

ルイス・ラボットはこの演説に反論して、解決

すべき問題が保護主義の撤廃問題ではなく、欧

州農業の生産条件・構造の漸進的改革問題こそ

にあり、OEEC評議会が１９５５年１月に決定し

たパーセンテージ毎の貿易自由化政策の拡大な

どは万能薬でない、と厳しい批判を展開したの

であった。

この二人のやり取り後の論議も紛糾したので

あったが、論議の内容は１９５４年７月の第２次欧

州農業コンファレンスの論議と似通っていた。

まず貿易自由化政策賛成グループの見解からみ

ておくと。オランダのマンスホルトはOEEC

の枠組みで、諸機関と連携して、各国農業政策

のより広範な調整を達成する可能性が研究され

るべきだ、と提案した。デンマークは農産物貿

易の強化と貿易制限に関連する諸問題を検証す

るために農産物研究を勧告した。他方、貿易自

由化政策推進反対グループの見解をみておく

と。イタリアはもっと経済原則に合致した作業

局を認める可能性がある市場の設立を要求し

た。ドイツがこれに同調し、農業統合が欧州域

内貿易の障壁撤廃の前提だ、と述べた。このよ

うな農業政策統合の考えはオーストリアとベル

ギーによっても再び取り上げられた。最後にフ

ランスは一定の農産物市場の直接的な検証を強

力に支持したのであった。こうした論議を経

て、閣僚委員会は３月９日、作業方針を明確化

し、実務面に関しては代理委員会に委ねる決議

を採択した。

閣僚委員会は①農産物の生産と販売に関して

様々な国で活用されている農業政策と方式の比

較、②欧州の協調が実現可能と思われる分野の

探求、③消費増大を奨励する手段と生産を需要

に一致させる方式の探求を目指す農業状況の発

展の分析、の３点の作業方針を明確にしたので

あった。代行委員会はこうした閣僚委員会の作

業方針に則り、実務面を担当することになるの

であるが、閣僚委員会は１９５５年４月２６日ー２９日

間、代行委員会の第１回セッションをパリで開

催するために、OEEC加盟国全てとFAO（オ

ブザーバー）を召集し、議長にはイタリア人の

G. U. パピ、副議長にはオランダ人のV. アン

デルセン、をそれぞれ選出した。代行委員会は
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その後の論議を経て、５月５日には、作業計画

案に合意するとともに、各国の農業政策比較の

ための特別作業グループの設置並びに４品目の

農産物グループ（果実・野菜、乳製品、肉類、

穀物）の特別作業グループの設置も決定したの

であった。では代行委員会で合意することにな

った作業計画案の内容について若干整理してお

こう。

作業計画案は閣僚委員会の主要な関心事に対

応して、①農業政策の比較と調整、②消費と分

配に関する特別な活動、③生産性の活動、④貿

易に関する特別な活動、の４項目で構成されて

いた。まず第一の農業政策の比較と調整はこの

計画の基本的部分であるが、代行委員会は欧州

農業市場の組織化を展望してこの問題を研究す

る。この研究成果として将来的には、各国農業

政策の事前調整を可能にすることである。その

ためには、代行委員会の任務は現状を明確に

し、諸政府の活動が準備し、準備しようとする

進展の方向・流れを明確にし、諸政府の活動の

調整が欧州農業市場の組織化を容易にし、一定

の各国市場で遭遇する諸困難を緩和する諸分

野・領域を示すことであり、さらに、各国の政

策の持続的な比較を組織化し、根本的な調査の

範囲が拡大される諸条件を準備する、というこ

とになる。

研究方法はどうか。研究方法は暫定委員会が

１９５３年に採用した方法に近かった。それは一般

的な欧州経済拡大の枠組みでの各国農業政策の

特徴と主要な目的、並びに、漸進的な方法で、

各国の農業経済を欧州の一層の効率の要件に適

合させるために取られるべき措置、を明らかに

することが必要だし、特に生産、消費、市場の

安定化、欧州域外の競争、の諸要因は詳細に分

析することが必要だ。さらに、各国農業政策の

真の持続的な調整を容易にするためには各国間

の経済情報が検証される必要があり、特に次の

ような項目については重要だ。すなわち、①各

国の価格形成、生産レベル・販売レベル・輸出

レベルでの価格形成、様々な政府介入の態様、

②農業労働者の雇用、賃金、付随的負担、③各

国の耕地・農業の収入と収益性、④投資と信

用、⑤構造改革と後発地域の状況、の５項目が

優先的に検証されることになるのである。

次に農産物の消費と分配に関する特別な活動

については、代行委員会の任務は小売価格の引

き下げ、流通経路の簡素化に基づく価格の安定

化、販売方法の合理化、消費者動向に関して解

決を計ることである。第３の生産性の活動に関

しては、代行委員会は農業・食糧の生産性に関

する特別委員会を設置し、この委員会はフラン

ス、ドイツ、ノルウェー、スペイン、トルコ、

イギリスの代表者とアメリカ並びにFAOのオ

ブザーバーで構成されることになる。最後の貿

易に関する活動に関しては、貿易増大と輸出国

市場と輸入国市場の安定化を目指すOEEC政

策の農業への適用を可能にする対策が論じられ

るが、代行委員会は参加諸国が欧州農業市場の

組織化の必要とOEEC評議会の決定を合致さ

せることに配慮したこともあって（このことは

なかなか難しい問題を含んでいるのである

が）、グローバルな政府間方式の利益になるよ

うに農産物・農産物グループ協定を締結する暫

定委員会によって強く勧められた方式を拒否し

たのであった。そして、代行委員会はOEEC

の後ろ盾で、欧州域内貿易に関して無差別原則

に基づく欧州農産物協定が締結されることを提

案したのである。さらに、代行委員会はOEEC

の所管機関と連携して、農業活動に必要な生産

手段導入に関わる数量制限の撤廃に関する提案

を作成することを任された。それは調和・簡素

化措置、すなわち貿易を妨げる行政領域の規則

の撤廃を提案することが代行委員会の義務であ

る。また、代行委員会は農業部門において、国

家管理貿易並びに高関税に由来する諸困難と同

様、「競争を歪める慣例」に基づく特殊な諸問

題も研究することになるのである。

代行委員会の作業計画案は５月１８日―２１日の
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第２回セッションでその実行・実現方式決定を

経て、７月５日の閣僚委員会で採択された。こ

の計画は同日の新聞会見において、セルジャン

OEEC事務局長、レネ・ルフェベルとルイ

ス・ラボットによって公にされた。彼等が新聞

会見中、特に強調したのは「欧州農業政策の調

和の必要性」であった。そして、彼等は欧州農

業協力の可能性を探求するために、まず最初に

欧州農業の現況表を作成することが必要だ、と

強調したのである。ところで、OEECの機構

そのものが短期的には、欧州農業の具体的な組

織化を企てることを認めていなかったし、作業

計画で設置される農業機関は現実的な独立性

も、OEEC評議会の方針に反する欧州農業政

策を課す権限も認められていなかったからであ

る。このことは専門家代表者も十分に自覚もし

ていたので、OEEC内での作業は主要農産物

市場の全体的組織化あるいは部分的組織化を目

指して、農業コンファレンスを推進する新たな

戦略を立てることであった。だが、OEEC内

での欧州農業協力の限界は直ちに現れた。

OEECは西欧並びに世界の経済状況を考慮し

て、最善の仕方で農産物の欧州域内貿易を容易

にすることに努めることであるが、北アメリカ

大陸での農産物過剰の再現と増大は大部分の欧

州農業をひどく脅かすことになったのである。

こうした状況下、OEECは欧州の農産物・食

糧通商特有の組織化を犠牲にして、西欧とその

他の世界との間の通商関係についての懸案に焦

点を合わせることに導かれた。OEECは FAO

と同様に、世界農産物市場を特徴づける無政府

状態に対処するために、２国間の長期契約ある

いは国際農産物協定の締結に基づく国際農産物

市場の組織化を考慮に入れたのであった。多数

派の代表格であるイギリスはこうした協定の熱

烈な支持者であっただけに、こうしたOEEC

の動きは歓迎すべきものであった、といえる。

一方少数派の動向はどうであったか。こうした

流れのなかで、フランスとドイツの農業団体は

１９５０年と同様に、両国間の農業協力の強化・発

展を目指す交渉に着手し、仏独農業委員会が設

置された。１９５５年６月２日合意の議定書は、両

国が農業協力のあらゆる機会と手段を追求し出

現させることを任務とすべきだ、と強調してい

た。こうした両国の農業団体の活動は両国の農

相、ジャン・スベル仏農相とアインリッヒ・リ

ュプケ独農相によっても支持され、欧州農業協

力問題はメッシーナ会議後、６カ国間の欧州経

済共同体創設の展望の下で検証されることにつ

ながっていったのである。それはともかく、こ

うした多数派の動向と少数派の動向は閣僚委員

会の作業を著しく狭める結果となり、閣僚委員

会の成果も芳しいものではなくなるのである。

ノエルも述べている如く、「閣僚委員会は

OEEC加盟諸国の農業政策の比較に関連する

技術的研究の域を越えることはなかった。これ

ら研究は欧州と北アメリカの農業政策に関する

年報作成に役立った」
１４）

に過ぎなかった、という

成果にとどまったのである。

③メッシーナ会議からローマ条約の成立へ

１９５５年２月１日―２日 の メ ッ シ ー ナ 会 議

（ECSC加盟６カ国外相会議）以後、欧州統合は

これまでの部門統合から全般的統合へ、と大き

く転換した。従って、農業部門も経済部門の一

部門として統合プロセスに包摂されることにな

った。メッシーナ会議は周知のとおり、ローマ

条約・ユーラトム条約の基礎を築き、紆余曲折

はあったが、その後の欧州統合プロセスの進路

を確定する画期的な会議であった。６カ国外相

は６月３日採択の決議において、「共通機関の

発展、共同市場の創設、共同市場の創設、国民

経済の融合、社会政策の漸進的調和によって欧

州統一の設立を成し遂げ、そして、発展途上の

原子力エネルギーのための共通機関の創設を研

究する」
１５）

意図を表明したのであった。さら

に，６カ国外相は諸条約を準備する政府間委員

会（いわゆるスパーク委員会）の設置も決定した
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のである。スパーク委員会は７月―１２月間集中

的に作業を実施し、１９５６年４月には「スパーク

報告」が提示され、この報告は５月のヴェネチ

ア外相会議によって承認された。この報告での

農業問題の取り扱いはスパーク委員会も作業の

当初から、厄介な問題だと分かっていただけ

に、基本的な問題をなるべく避けて、農業を共

同市場に包摂する必要性のみが強調されるにと

どまり、農業政策などについては問題の所在と

一定の、むしろ若干の指針が示されているのに

すぎない。なお、スパーク委員会は各国の農業

支持措置を共通の体制に置き換える必要性につ

いては充分に認識したけれども、農業支持の度

合いについても最終的に利用される措置につい

ても合意に達することができなかった。という

のも効率的な農業生産国としてできる限り自由

な市場の実現を願うオランダ、と、第３国輸入

よりも充分な収益と特恵を確実にする市場組織

化を願うフランス、間の対立があったからであ

る（スパーク報告での農業に関わる内容につい

ては第２１表を参照のこと）。こうしたスパーク

報告の曖昧さはローマ条約に引き継がれること

になる
１６）

。

ローマ条約は第２２表にも示されているよう

に、農業の共同市場への包括、農産物の関税に

関しても他の財と同様に、過渡期間中（１２年―１５

年）の撤廃、割当の最終的撤廃、対外共通関税

の制度化、農産物共同市場の発展には共通農業

政策の確立に伴われること、共通市場組織の設

立（過渡期終了までに）が承認されたが、条約は

依然として、共通市場組織の性格に関しては曖

昧なままであった。また３９条�に規定されてい
る「公正な生活水準」に関しても曖昧なままで

あった。「公正な生活水準」は農業生産性の上

昇と農業従事者の個人所得によって達成される

ことになるわけであるが、この達成のために

は、起草段階の諸規定は全般的な価格支持より

もむしろ構造措置を選好することを意味してい

た。ところがその後、実際にはこのニュアンス

には余り注意が払われなくなったのである。こ

のような曖昧さに対して、条約は過渡期に関し

ては、相対的に明確化されていた。過渡期間中

の諸措置、すなわち輸入最低価格、一定の農産

物の長期契約、相殺課徴金が規定されていた。

だが、これら諸措置は直ちに困難に遭遇し、最

終的には異なったアプローチが採用されるよう

になったのである。ところで、条約でも示され

ていた共通農業政策の確立・樹立に関しては、

ローマ条約成立後、委員会が１９５８年７月３日―

１２日、ストレーサ６カ国農相会議での承認をえ

て、共通農業政策作成の作業に入ることにな

り、シッコ・マンスホルト（前オランダ農相）が

欧州委員に任命され、共通農業政策作成に尽力

していくことになるのであるが
１７）

、この作業プロ

セスについては次号で触れていくことにしよ

う。

第２１表スパーク報告：農業報告概要

第４章 農業

第１節 問題の一般的与件

ヨーロッパに全般的な共同市場を創設するにあたって、農業をそれに含めずには考えら

れない。農業は、共同市場の成果である生産性向上、つまり生産の漸進的特化と販路の拡

大が、消費者はおろかその生産者たちの生活水準にまで、きわめて大きな影響をおよぼし

うる部門の一つである。さらに、共同市場に農業部門を含めることは、加盟諸国間の経済
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交流に均衡を与える一条件でもある。

もとより、基本的には家族的な経営形態をとる農業の社会的構造とが、食糧補給に安定

性をもつことの根本的必要性とか、自然的条件の影響をうけやすく、且つ若干の生産物に

たいしては需要が非弾力的であるための市場の不安定性とか、そういったことから生じて

くる特別な諸問題を当然認識しなければならない。農業にこういう特質があるからこそ、

現在多くの国々では、この領域で政府が広範囲に介入しているのである。政府のこの助成

措置は売れ行きや価格を保証するだけでなく、市場認識を確保し、研究と普及化をはかり

投資を容易にすることにまで及んでいる。

だが、他方において、生産高やコストや販売価格にそれぞれ非常なちがいがあってヨー

ロッパの農業をいくつにも分割していること、さらに一国の内部にもそれぞれに大きな差

異があることを認めねばならない。

こういう現状から次のような３つの結果が生じている。

�まず第一に、分かりきったことだが、共同市場の他部門と同様、農業部門でも貿易上の
諸障害を除去しなければならない。けれども輸入割り当てや関税を撤廃しただけでは農

産物の自由な流通を確保することができない。対外法規を規定する場合でも、農業は他

のかたち、特に、国家とか半官半民機関とかによる独占輸入や、または季節的理由によ

る一時的輸入禁止、あるいは特別許可制度などによって保護されている。

さらに考慮すべきことは、ある種の農産物については、農業市場は価格の決定、播種面

積、従ってまた収穫量、販売時期、仕入れ、在庫余剰分の処置、変質、奨励金付輸出な

どについての各国の国内規定に、従っていることである。だから現状は、サービス部門

はともかくとしても他の経済部門より農業部門の方がもっと複雑である。

�第二に、他のいくつかの市場をつくるさいに必要とされる諸問題は、共同市場をつくる
さいにもあてはまるだけに、共通の解決策を見つけ出さねばならない。農業市場の諸特

徴と、若干の農業生産の発展諸条件によってはたとえばストックとか価格保証とかいっ

た安全装置が必要になってくる。このような組織は、共同市場に矛盾するどころか共同

市場内でこそ、六カ国が各個ばらばらにやるよりもはるかに効果的に確保されるであろ

う。

�第三に、農業問題には特に過渡期が必要であり、価格差を漸次なくしてゆけるように、
その途中いくつかの特殊の堰止装置をもうけねばならないであろう。またこの過渡期

は、収穫高の差をちぢめることを目的として最も進んだ地域で使われている技術をひろ

く普及するために、系統的に利用されなければならない。同時に、農業共同市場は、一

般共同市場が発展すれば達成される。というのは、一般共同市場によって農業に必要な

工業製品の価格差がちぢめられ、おのずから全体の経済的諸条件にも調和がとれるよう

になるからである。

・・・〈略〉・・・
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第２節 農業政策

すでに明らかなことだが、農業部門における共同市場の機能と発展は、基礎的な政策を

いくつかとり上げ、それから選択して考え出したり実施することからひき出されるもので

はない。

�農産物の供給に当たっては安全性が第一だとするなら、本共同体が実行しようとしてい
る供給手段によって、あるいはそれとは反対に、本共同体が世界経済の動きに応じてし

かも輸出業者の立場に立って発展させようとしている特化によって、いったいどの程度

需要をみたしうるか。

�農業が大規模な経営ではなく、依然として家族的経営形態の上に構成されたままである
以上、どのような方法によって、とりわけ、どのようにさまざまな形態で農業協同化を

おこなうよう推進して、この経済構造を近代的な生産方法と商業方法の発展に一致させ

るか。

�経済が進歩すると農業部門で働く活動的な人口が激減するわけだが、ほかの活動面への
雇用転換の仕方とテンポはどうか。特に、このようにして解放された労働力を、恒久的

にせよ一時的にせよすぐ再吸収するために方々に他の活動面がつくり出されることを前

提とする場合、この雇用転換の仕方とそのテンポをどうすればよいのか。

�若干の農産物については、収穫如何によって市場の自由な働きにより、きわめて大幅な
価格変動がおこるという事実を念頭におくなら、いったいどの程度に、特にどんな農産

物について、安定化を達成しようというのか。

�本共同体のある地域で生産されるいくつかの農産物に、まだ消費を伸ばしうる余地があ
るとするなら、いったいどんな農産物のために消費の増加をはやめようとする努力すれ

ばよいのか。

これらの問題はすべて、同時には、そしてたった一度では回答がえられないのである。

したがって、当面の任務は、こういう農業政策を立案し立法化し実施することが同時に

可能になるようなワクを定めることである。この農業政策は農産物全体にわたって前もっ

て規定できず、まし品目毎に厳密に明文化することは不可能だが、やがて必要なことがわ

かってくるにつれて、如何なる選択や手だてをも網羅しうるよう十分に柔軟性をもった目

的方式を設定する必要がある。そのうえ、この政策は、共同市場に関係のない情勢や目的

に応ずる各国のいろいろの政策をたんにつき合わすことによって生まれてくるものではな

い。共同体の政策を打ち出す際に考え方を統一するからといって、各地域の地位と傾向の

ちがいに則したさまざまな選択を行い、いろいろな方法をとってはならないというのでは

ない。それどころか、このような多様性こそ、共同市場が実現しようとする共同体内部の

特化の要求にかなうものである。

この特化はともかくとして、農業政策が規定すべき目的は、諸市場の安定化であり、供

給の安定化であり、普通の生産性をもつ農業経営体に十分な所得水準を維持させることで

あり、農業構造と経営とに必要な規制を、段階を追って漸進的におこなうことである。
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第３節 農業共同市場の設置

いまや本共同体の内部および第３国との関係において、過渡的方式と最終的制度をきめ

なければならない段階にきている。

その一般的原則は、共同市場内の貿易障壁と、これらの障害のかげにかくれてつくられ

た諸規定の差異が漸減し、しまいには取り除かれるにつれて、共同政策の樹立を競って促

進させること、あるいは若干の農産物については共同政策に代わる共同組織の設置を競っ

て促進させることである。

またその基本法則としては、過渡期が終わるにあたり市場の対外関係においても体内関

係においても国家毎にそれぞれ孤立し且つ異なった規定が残っていてはならず、そのよう

な規定は消滅するか、または、共同制度にとってかわられていなければならない。これ

は、共同体内部における関税と輸入割当の漸進的撤廃の必然的結果である。

１過渡的措置

�関税
＜略＞

�輸入割当
＜略＞

�組織された貿易
＜略＞

�対外関税率
＜略＞

�諸規定の制定
＜略＞

２最終の制度

農業に適用されるべき最終制度は、あらゆる農産物にわたって同じものではない。過渡

期のあいだに、一定数の品目を限定せねばならないが、その一定品目というのは、その品

目についての問題が特殊であり、農民の所得問題が重要であることから、市場を組織する

必要が生じてくるようなものをいうのである。これらの品目については、市場のこの共同

組織こそ一般制度から最終制度を区別するものである。この最終制度を準備するのに必要

なことは、消費を拡大する条件となる手段や販路についてあらかじめバランス・シートを

作成しておくことであり、余剰産物にたいしてとるべき方策をたてることであり、そのう

えで必要な保護程度をきめることである。これを組織するにあたっては、当然安全装置と

なる諸機構をつくらねばならない。とりわけ、これらの機構は、種々の輸入独占にもとづ

いており、この輸入独占には国内市場へ一定価格による転売がともなっている。それにま

た、もしこうした間接的手段ではまだ不十分だというのなら、ストックや価格保障をおこ

なう権限をこれらの機構に与えてもよい。しかし一方、国の経済が非常に狭隘でしかも単

一なので、農業部門に影響を与えるような基本的かつ持続的な障害を吸収してしまうこと

ができないといった例外的な場合には、特別の解決策がいざとなればこの安定装置、機構
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を助けるため出動することになろう。

他の農産物については、共同体の内部で自由市場が機能をはたらかし、対外的には保護

政策を関税に対してまで制限するようつとめるべきである。もちろんこれらの関税は、輸

入割当策よりも特にダンピング防止策をそなえているわけだ。そして輸入割当策は、国際

的義務にそむかない限り、それ自身、永久的なものではなく、能うる限り季節的なものと

なろう。

もとより、つぎのような危険は警戒しなければならない。すなわち、市場の全体にわた

って組織化する措置が、国内法規にとってかわり、外部の競争から保護され、しかも市場

内の限界経営に画一的な価格をおしつけるような広大な集団をつくりあげる傾向のあるの

がそれだ。

しかしながら、第三国と競争する際、つぎの二つの問題が生じてくる。すなわち

１つには、若干の市場がいくつかの大生産国の政策によってむりにまげられることであ

る。いったい大生産国は自国の市場で維持している価格が高ければ高いほど、そしてその

結果、生産高が多ければ多いほど、自国余剰生産物を安く売りさばくべきなのである。大

生産国の販売価格が第三国の国内価格にくらべて適当でありさえすれば、第三国がその余

剰農産物を売りさばこうとする価格にまでひきさげよと要求することなしに、大生産国の

生産品を買ったからといって共同体の他の加盟国の生産に常識はずれの選択をおしつける

ことになるわけでない。

しかし、第二にヨーロッパのある農業生産が生産コストをつぐなわぬような市場価格の

ために減退するようなことになる場合の世界価格の騰貴を過小評価することはできない。

この際とくに必要なことは長い目でみるということであるが、そうすると共同体の加盟諸

国のいくつかは、若干の第三者の輸出価格からこれまでひき出してきたような目先の利益

をあきらめねばならなくなるかもしれない。

さらに一方、第三国市場でおこなわれている競争条件で輸出しなければならないように

農業生産に寄与する輸入についての問題を重視する必要があろう。

関税の免除や払戻しは第三国に対する再輸出のための輸入または第三国にたいする輸出

品中の原料輸入にたいして依然かのうであるが、共同市場向けの販売についてはもう通用

しない。しかしまた、共同市場向けの輸出品が世界市場価格より高すぎる場合、輸出補償

が行われるが、それとても共同体内の輸出業者を、第三国市場における販売価格と同じ競

争条件におくのに必要な範囲をこえてはならない。

共同政策の樹立と実施にかんする諸規定を漸進的に変えてゆくには、この点について欧

州委員会に基本的な重要任務が与えられる必要がある。欧州委員会は規定改正にあたって

は現行規定を事前に検討し、２年以内に共同の政策と組織のための提案を作成しなければ

ならない。これらの提案は総会の票決に付され、過渡期の第一段階中に閣僚協議会により

全会一致で採決されることを要する。提案はそのまま通過するにせよ修正されるにせよ、

正規の多数決により承認されるとすぐ第二段階から共同体全体に実施される。

なお、農業政策は、共同市場に前進的に適用するため、並びに生産性の高い諸資材を合

理的に使用し発展させるために予定された手段や範囲から恩恵を受けることになってい
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る。

第２２表欧州共同体を設立する条約：農業抜粋

第二編 農業

第３８条〔農業共同市場、農産物の範囲〕

１ 共同市場は、農業及び農産物の貿易に及ぶ。農産物とは、土壌、牧畜及び漁業の産

品、並びにこれらの産品と直接関係のある第１次加工品をいう。

２ 第３９条から第４６条までに別段の定めがある場合を除き、共同市場の設立のための規

定は、農産物に対しても適用される。

３ 第３９条から第４６条までの規定の対象となる産品は、本条約の附属書Ⅱの表に掲げ

る。

もっとも、本条約の効力発生後２年以内に、理事会は、委員会の提案に基づいて、

特定多数決により、この表に追加されるべき産品を決定する。

４ 農産物に関する共同市場の運営及び進展は、構成国間の共通農業政策の樹立を伴う

ものでなければならない。

第３９条〔共通農業政策の目的〕

１ 共通農業政策の目的は、次のとおりである。

� 技術的進歩を促進することにより、並びに農業生産の合理的発展と生産要素、特

に労働力の最善の利用とを確保することにより、農業生産性を向上させること。

� 特に農業従事者の個人所得を増加させることにより、農業人口に公正な生活水準

を確保すること。

� 市場を安定させること。

� 供給の安定を確保すること。

� 消費者に対する合理的な供給価格を確保すること。

２ 共通農業政策及びこの政策に含まれる特別な方法の策定に当り、次のことを考慮す

るものとする。

� 農業の社会的構造並びに異なった農業地域間の構造的及び自然的不均衡から生じ

る、農業活動の特殊性。

� 時宜に適した調整を漸次行なうことの必要性。

� 構成国において農業が経済全体と密接な関連を有する部門であるという事実。

第４０条〔共通農業政策の確立〕

１ 構成国は、過渡期間中に漸進的に共通農業政策を進展させ、おそくともこの期間の

終りまでにその政策を確立すること。

２ 第３９条に定める目的の達成のため、農業市場の協同組織を設立する。

（出所） 片山謙二著、『共同市場と国際貿易』、日本関税協会、昭和３２年、３０６頁―３０９頁。
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この組織は、産品により、次のいずれかの形をとる。

� 競争に関する共通の規則。

� 異なった各国内市場組織の間の強制的調整。

� 全欧州市場組織。

３ ２に掲げるいずれかの形の共同組織は、第３９条に定める目的の達成のために必要な

措置、特に価格統制、各種の産品の生産及び販売に関する補助金、備蓄及び繰越の制

度、並びに輸入又は輸出の安定のための共通の機構を含むことができる。

この組織は、第３９条に定める目的達成のための活動のみに限られ、共同体内の生産

者又は消費者の間のすべての差別待遇を排除するものでなければならない。

いかなる共通価格政策も、共通の基準及び統一された計算方法に基づくものでなけ

ればならない。

４ ２にいう共同組織がその目的を達成することができるようにするため、１つまた２

つ以上の農業指導保証基金を設立することができる。

第４１条〔補足的共通農業政策〕

第３９条に定める目的の達成のためを可能にするため、共通農業政策の枠内で、特に次

のことについて措置を執ることができる。

� 農業教育、研究及び農業知識の普及の分野における努力の効果的な調整。これは

共同出資による計画及び施設を含むことができる。

� ある種の産品の消費を増加するための共通の活動。

第４２条〔競争規定の適用の特例〕

競争に関する規定の章の条文は、理事会が、第４３条２及び３の規定の範囲内で、これ

らの規定に定める手続に従って、且つ第３９条に掲げる目的を考慮した上で決定する範囲

においてのみ、農産物の生産及び貿易に適用される。

理事会は、特に、

� 構造的及び自然的条件上不利な企業の保護のため、

� 経済発展計画の枠内で、

援助の供与を許可することができる。

第４３条〔共通農業政策の確立及び実施〕

１ 委員会は、共通農業政策の指導方針を明らかにするため、本条約の効力発生後直ち

に構成国間の会議を招集して、構成国の農業政策を比較検討し、特にその資源及び必

要量についての報告を作成する。

２ 委員会は、１に定める会議の結果を考慮し、経済社会評議会と協議の上、品条約の

効力発生の後２年の期間内に共通農業政策の策定及び実施（第４０条２に定めるいずれ

かの形の共同組織をもって国内組織に替えることを含む）並びに本編に特に定める措

置の実施に関する提案を行なう。

この提案は、本編で提起されている農業諸問題の相互依存性を考慮しネければなら

ない。

理事会は、委員会の提案に基づき、且つ総会との協議の後、最初の２段階において
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は全会一致により、その後は特定多数決により、規則若しくは命令を定め、又は決定

を行なうものとする。但し、理事会は、勧告を行うことを妨げられない。

３ 理事会は、次の場合には、特定多数決により、２に定める条件で、国内市場組織を

第４０条２に定める共同組織に替えることができる。

� 共同組織が、この措置に反対する構成国で、問題の産品生産いついて国内組織を

有するのに対し、可能な調整及び必要な専門化の進度を考慮して、関係生産者の雇

用及び生活水準について同等な保証を与える場合。

� 共同組織が、共同体内の貿易に対し、国内市場に存在する条件と同様の条件を確

保する場合。

４ ある種の原料について共同組織が設けられているが、これに対応する加工産品につ

いて共同組織がまだ存在していない場合には、第３国向けの輸出に充てられる加工産

品のために使用される当該原料は、共同体以外から輸入することができる。

第４４条〔最低価格制度〕

１ 過渡期間中に構成国間の関税及び数量制限の漸進的撤廃により価格が第３９条に定め

る目的を危うくするおそれがあるときは、構成国は、ある種の産品に対し、無差別的

方法で、割当に代わるものとして、且つ第４５条２に定める貿易量の増大を妨げない範

囲で、最低価格制度を採用することができる。この最低価格以下の輸入は、

―― 一時的に停止し、又は減少させることができ、又は

―― その輸入が当該産品について定められた最低価格を越えた価格で行なわれる

ような条件を付することができる。

後者の場合には、最低価格は、関税を含まない。

２ 最低価格は、本条約の効力発生時における構成国間の貿易を減少させるような効果

を有するものであってはならず、また、これらの貿易の漸進的拡大を妨げるようなも

のであってはならない。最低価格は、構成国間の自然な優位性の発展を妨げるような

方法で適用してはならない。

３ 理事会は、本条約の効力発生の後、直ちに委員会の提案に基づき、最低価格制度の

確立及びどう価格の決定のための客観的な基準を定める。

この基準は、最低価格を適用する構成国における平均国内生産費、この平均国内生

産費に対する各種企業の立場、並びに農業経営の漸進的改善及び共同市場内において

必要な調整と専門化を促進することの必要性を、特に考慮に入れる。

委員会は、また技術の発達を考慮し、且つこれを促進するため、及び共同市場にお

ける価格を次第に接近させるため、この基準を改正する手続を提案する。

この基準及びその改正手続は、本条約の効力発生後最初の３年間は、理事会が全会

一致により決定しなければならない。

４ 理事会の決定が実施されるまでは、構成国は、あらかじめ委員会及び他の構成国に

通報して、委員会及び他の構成国がその意見を述べることができるようにすることを

条件として、最低価格を決定することができる。

理事会は、決定がこのようにして定められた基準に合致しない場合には、委員会の
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提案に基づき、特定多数決により、この決定を改めることができる。

５ 理事会は、第３段階の初めから、ある種の産品に対して前記の客観的基準を確立す

ることがまだ不可能であるときは、委員会の提案に基づき、特定多数決により、これ

らの産品に適用される最低価格を修正することができる。

６ 過渡期間の終りに、その時に行なわれている最低価格の一覧表が作成される。理事

会は、第１４８条２の第１段に定める割合に従って９票の多数決により、共通農業政策

の枠内で適用すべき制度を決定する。

第４５条〔長期的協定又は契約〕

１ 第４０条２に定めるいずれかの形の共同組織が国内組織に代わるまで、いずれかの構

成国において

――ある産品につき国内の生産者に対してその生産物の市場を確保する措置、及び

――輸入の必要

が存在する産品に関しては、貿易の発展は、輸出国たる構成国と輸入国たる構成国

との間の長期の協定又は契約の締結によって実現される。

これらの協定又は契約は、共同体の各種の生産者に対するこれらの措置の適用にお

いて、全ての差別待遇を漸次撤廃するものでなければならない。

これらの協定又は契約の締結は、第１段階中に行なわれる。但し、相互主義の原則

を考慮するものとする。

２ 数量に関しては、前記の協定又は契約は本条約の効力発生前の３年間の当該産品に

ついての構成国間の平均貿易量を基礎とし、且つ伝統的な貿易の流れを考慮して、現

存の需要の限度内で貿易量の増大を計るものとする。

価格に関しては、前記の協定又は契約は、生産者が、買付国の国内市場で国内生産

者に、支払われる価格に漸次接近するような価格で、約定した数量を販売することが

できるようにする。

この価格の調整は、できる限り規則的に行なわなければならず、またおそくとも過

渡期間の終りまでに完全に実施されなければならない。

価格は、委員会が前２段の規定を適用するために定める命令の範囲内で、関係国間

で交渉する。

第１段階が延長された場合には、協定又は契約の実施は、本条約の効力発生後４年

目の終りに適用される条件の下に継続され、数量の増大及び価格調整の義務は、第２

段階への移行の時まで停止される。

構成国は、これらの協定又は契約の締結及び実施を確保するため、特に輸入政策に

関して、自国の法律の許す範囲内ですべての努力をする。

３ 構成国が第３国の産品と競争して共同体外に輸出するための産品の製造のために原

料を必要する場合には、これらの協定又は契約は、この目的のため必要な限度で行な

われる第３国からの原料の輸入を妨げるものでない。もっとも、本規定は、これらの

協定又は契約に基づいてこの目的のために行なわれる原料の輸入価格と、同様の原料

を世界市場で得る価格との差額の補償に必要な金額の支給を理事会が全会一致で決定
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注

１）G. Noel, Du Pool Vert a la Politique Agricole

Commune , pp.３１１―３１６. pp.３２６―３２７.

２）Ibid , p327.

３）Ibid , pp.３１６―３２９.

４）Ibid , p.３２１.

５）Ibid , pp.３２９―３４４.

６）Ibid , pp.３３４―３３５.

７）Ibid , pp.３３３―３３６.

８）Ibid , p.３４９.

９）Ibid , pp.３５２―３５３.

１０）Ibid , pp.３４９―３５７.

１１）Ibid , pp.３６３―３７０. M. Tracy, Agriculture in

Western Europe : Crisis and adaptation since

1880 , Jonathan Cape, １９６４, pp, ２２５―２３１.

邦訳、ミカエル・トレイシー著、阿曽村邦

昭・瀬崎克己訳、『西欧の農業―１８８０年以

降の危機と適応』、農林水産業生産性向上

会議、昭和４１年、２４２頁―２４７頁。M. Tracy,

Agriculture in Western Europe : Challenge

and Response 1880―1980 , Granada, １９８２,

pp.２３１―２４３.

１２）この点に関してM. トレイシーの見解を紹

介しておこう。附第１図をみてもらいた

い。この図は西欧の食糧・飼料の生産量・

輸入量が示されているが、西欧の食糧・飼

料純輸入（西欧域外からの輸入）は西欧の農

業生産の増大並びに自給率のアップもあっ

て、５０年代中、戦前水準を回復することが

なかったことを示しているが、一方で粗輸

入にみられるように、西欧諸国間の貿易は

５０年代後半以降急速に増大していることを

示している。これにはいくつかの要因が考

えられるが、まず前者の純輸入に関して

は、アメリカなどの主力農産物貿易である

穀物・砂糖・酪農品の輸出単価低落とこれ

ら食糧に対する需要低迷が影響していた。

後者の粗輸入に関しては、果実・野菜・

肉・家畜の需要は急速に拡大したこともあ

って、西欧諸国間の農産物貿易を活発化さ

せたのであった。それはともかく、ここで

問題となるのはアメリカの余剰農産物が欧

するときは、適用されない。

第４６条〔相殺課徴金〕

いずれかの構成国においてある産品に対する国内市場組織又はこれと同等の効果を有

する国内規制が存在し、これが他の構成国における同種の産品との競争に影響を与えて

いる場合には、他の構成国は、この組織又は規制を有する構成国からの当該産品の輸入

に対し、相殺課徴金を課する。但し、輸出に際し相殺課徴金を課している場合は、この

限りでない。

委員会は、均衡を回復するために必要な程度において、この課徴金の額を定める。委

員会は、また委員会の定める条件及び方式で他の手段に訴えることを強化することがで

きる。

第４７条〔経済社会評議会の農業部会〕

本編の適用上経済社会評議会が果たすべき任務に関して、同評議会の農業部会は、第

１９７条及び第１９８条の規定に従って同評議会の審議を準備するため、委員会を補佐する任

務を有する。

（出所） EC, Treaties estblishing the European Communities, pp.２０９―２１７. 邦訳、田畑・高林・山手他訳、『基本条約・資
料集』（新版）、１９９１年、東信堂、２４３頁―２４５頁。
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州でも需要低迷・価格低落に陥っていた農

産物であった、ということである（M.

Tracy, Agriculture in Western Europe : Cri-

sis and Adaptation , pp. ３４４―３５０. 邦訳、阿

曽村・瀬崎訳、前掲書、３７９頁―３８４頁）。

１３）G. Noel, op . cit ., pp.３７０―３８６.

１４）１５）Ibid , p.３８５.

１６）M. Tracy, Agriculture in Western Europe :

Challenge and Response 1880―1980 , p.２６８.

１７）Ibid , p.２６９. G. Noel, op. cit., p.３８５―３８６. 奈

央、ローマ条約成立の経緯については、拙

稿「欧州経済共同体（EEC）とオランダ」

（上）（中）（下）、『帝京経済学研究』第３５

巻第２号、第３６巻第１号、第３７巻第１・２

号合併号を参照されたい。最近の文献で

は、細谷雄一、「シューマン・プランから

ローマ条約へ １９５０―５８年」、遠藤乾編、

『ヨーロッパ統合史』、名古屋大学出版会、

２００８年４月、１３１頁―１５６頁、また、前書の

姉妹書である遠藤乾編、『【原典】ヨーロッ

パ統合史』、名古屋大学出版会、２００８年１１

月、２４３頁―２５２頁、川嶋周一、「EECの成

立と欧州統合史研究の手法に関する一考察

～欧州共通農業政策の成立に関連して

～」、『現代史研究』４９号、２００３年、５９頁―

６８頁も参照されたい。

附第１図 西欧における食糧および飼料の生産・輸入量

（１９３４～３８＝１００）

（原資料） FAO, State of Food and Agriculture, 1962 (and earlierissues).
（出所） M. Tracy, op. cit ., p. 345. 邦訳、前掲書、３８０頁。
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