
． はじめに

多くの人々 とくにアフリカの人たち にとって先進国による対発展途上国政策の先進性

を示すものとして、そして を志向する人たちにとっても、一時期は憧れ的な存在で

すらあった、ロメ体制 ロメ協定とそれに伴う関連諸制度が 世紀に入ったとたん消滅して

しまった。四半世紀にわたり存続したロメ協定に代わるものとして、 年 月、新たにコ

トヌー協定が調印されたのである ）。

年のマーストリヒト条約が の開発協力政策を基本的に様変わりさせた、そのこと

について私はすでに前著のなかで明らかにしている。そして、ポスト・ロメの世界にあって

その 変質 は、発展途上世界における貿易・投資市場の安定的な獲得という欲求を根底に

潜めた サイドでの各 サブ・リージョンとの ・ 網形成プロセスとなって

遂行されつつある。これが の対発展途上国開発・援助・貿易政策の現段階である。

ところで 年代以降における の対発展途上国政策が、多数の国々を結集した

との関係を軸心とするロメ協定を中心に展開されてきたことは誰しも疑うことはできない。

そして、 の対途上国援助政策を時系列的に整理してみれば、ロメ協定じたいが、フラン

スの対旧植民地関係を基軸とした の（第 次・第 次）ヤウンデ協定そしてイギリス

の東アフリカ旧植民地とのアルーシア協定、これら つの協定の後継協定であることは間違

いない。さらに、ロメ協定の基本的な性格を特徴づける、そのなかでの様々な制度的装置に

は革新的なとでも言える多様な仕組みが内包されていたことについてはあらためてここで詳

述するまでもない。とはいえ、基本的には の多くがフランス語圏諸国であったことか

ら、ロメの制度設計ならびにその運営・管理にあたっては、欧州委員会のなかで、さらには
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開発協力政策は果たして の政策と言えるのか？
欧州委員会内部での妥協、独仏間でのパワー・バランス

前 田 啓 一

）コトヌー協定の概要とその意義に関しては、拙稿（前田啓一 と発展途上国─ピラミッド型から放
射状の政策展開へ─ 、内田勝敏・清水貞俊編著 経済論─拡大と変革の未来像─ ミネルヴァ書房、
年 月に第 章として所収）を参照してほしい。



担当部局内部での合議制というかたちはとるものの、フランスの影響力がきわめて大きかっ

たことは否定できない。その意味からすれば、 の開発・援助政策そして貿易政策─開発

協力政策─は、他のいずれの構成諸国よりもとりわけフランスの個別利益を確保する意図を

もって誕生し、そして今日までその基本的な性格が維持・運営されてきたといえる ）。

しからばドイツなど他の 構成諸国は、なぜフランスの一国的利益が ヨーロッパ

の衣をまとうことを容認するのか。なるほど の発足時においては、旧植民地との間で

の連合関係（第 部）の容認がフランスの 参加を確実なものとするための 必要悪

であった ）。また、連合協定（そしてこれ以降に展開された開発政策そのもの）が西ドイツ

とフランスとの間でのアフリカ市場獲得と維持コストの分担調整メカニズムとして機能した

ことも指摘できる ）。

しかしながら、このような説明は基本的には が発足した 年当時での構成諸国間

での議論に基づくものである。では、なぜ、フランスとそれ以外の構成諸国との間での 妥

協 がロメ協定発効中のさなかにあっても 年の間、連綿と続いてきたのか。あるいはこの

ような 妥協 の具体的なかたちを今日明らかにすることはできないか。また、 妥協 に

ついての別の論理を見出すことはできないのか、などの疑問が次々に湧いてくる。

このような疑念を抱えつつ、ポスト・ロメ体制の評価に関しての様々な文献を狩猟してい

たところ、今回、私にとってはきわめて刺激的な論述と示唆に富む書物に出会うことができ

た。カーリン・アーツとアンナ・ディクソン編著 開発協力─モデルからシンボルへ

─ のなかの一篇として盛り込まれているエードリアン・ヒューウィットとケーイェ・ホワ

イトマンの論文 欧州委員会と開発政策 援助のなかの官僚主義的政策─ロメ時代から

世紀に適合するための諸困難に挑む─ ）がそれである。

本稿ではこれまで一般的には美辞麗句でもって語られることの多かった、 開発協力政
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） もともと の開発援助政策は植民帝国フランスの個別利害を西ヨーロッパ全体の利害であるかのよう
な体裁をとることによってスタートした。 の創設にあたり、フランスの協力が不可欠であったため
である （拙著 の開発援助政策─ロメ協定の研究 パートナーシップからコンディショナリティーへ
─ 御茶の水書房、 年 月、 ページ）。また、高島忠義 ロメ協定と開発の国際法 成文堂、
年 月、 、 ページも参照。
） 、この両国（オランダと西ドイツのこと 前田）の反対も、 連合案を受諾しなければ への参
加も辞さないとするフランスの頑な態度 を眼にして、フランスとの 歴史的和解 を最優先事項とする
西ドイツにとって連合問題は二次的なものになってしまった （ の開発援助政策 、 ページ）。
） 結局のところ、 発足にあたり、この連合に関する問題はフランスがそれまでの独占的市場を他の

構成諸国に開放することによりその植民地維持コストの分担を要求したこと、他の構成諸国、なかん
ずく西ドイツは、そのような負担を課されてもフランス圏への市場進出のメリットを採ったという妥協の
産物なのであると言えよう。連合協定は集団的植民地主義の刻印を打たれて誕生したのである。（同
上）。
）

本論文の著者の一人である は同書の執筆者紹介によると海
外開発研究所（ ）の前副所長、そしてもう一人の は英連邦事務局広報局長、雑誌
西アフリカ 編集長、欧州委員会勤務ののち、現在はナイジェリア・ラゴスの雑誌 ビジネス・コン

フィデンシャル 編集長とある。なお、私は 年 月にロンドンにある に 氏を訪
ね、当時彼が精力的に研究を進めていたロメ協定後の 関係の有り様について面談したことがあ
る。その折には、ポスト・ロメの選択肢についての彼の主張はおおむね欧州委員会に沿ったもの むしろ
欧州委員会の考え方を主導する人物の一人であった との印象をうけた。そして当時の彼はそのような内
容の論文を次々と発表していた。ところが、今回の論文は主張がよりラディカルなものとなり、欧州委員
会に批判的なものとなっていることに驚かされる。
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策の基本的な考え方ならびに行動原理の形成動機について、以下基本的には同論文に依拠し

つつ、そしてもちろん私自身の考えも交えながら、論じていくことにしたい ）。

．欧州の衣をまとうフランス植民地政策、そしてドイツとの妥協形成

ローマ条約第 部に 特別な関係 （ ）との文言の挿入を強く主張し

たのはフランスのギ・モレ（ ）政権である。すなわち、まさに自らの 末っ子

である植民地の維持費用についてドイツとの分担を期待するフランスが、同条約の調印条件

としてそれを交渉の場に持ち出したことが注目される。

当時、 のなかで植民地を保有していたのはフランスをはじめ、ベルギー、オランダ

そしてイタリアであった。とはいえ、すでにインドネシアを喪失していたオランダは連合制

度の形成が自由貿易に反すること、そして民主主義国として再生したドイツは過去の侵略主

義的ナショナリズムと結びつく植民地主義と決別しようとしていた ）。

第 部連合の主要な特徴は、 のアフリカ連合諸国との貿易関係が植民地や保護領を

相手とする互恵性に立脚すること ）、そして受益者の大部分がフランス植民地であった

（欧州開発基金）発足 ）、の 点を挙げることができる。こうしてフランス植民地政

策のまさしく延長線上に、 開発政策が誕生することとなった。その内実はフランスの

利益擁護政策であるのだが、その表面に新たにヨーロッパの刻印が打たれることになった。

年から激しくなってきたアルジェリア解放戦争はフランス帝国が危機に瀕しているこ

とを露呈した。そして、第 共和制の初代大統領として登場したド・ゴールは フランス共

同体計画 （ ）を提起し、植民地支配の再編成が必要であること

を強調した（ことはソマリアを抱えたイタリアも同様であった）。とはいえ、先にも述べた

ように他の構成諸国はそのようなお荷物を引き受けたくはなかったし、植民地対策が

の経済統合政策と農業保護政策の下位にあると主張した。そして、妥協の末、 年に第

次ヤウンデ協定が成立した。 の 諸国（アフリカ・マダガスカル連合国）のうち、

カ国が大雑把にみてフランス語圏であることをあらかじめ指摘しておきたい ）。

当時の 委員会はフランスのこの立場に好意的であるとされ、その植民地関係を担当

する委員は 連合経験を有する国民と一緒になって ことを進めようとした。例えば、

年から 年までの連合関係に責任を負った委員は、大市場論に関する著書 ）で知られるフ

）煩雑さを避けるために、同上論文については重要な箇所を除いて、いちいち参照ページを記すことはし
ない。この点を予め断っておく。
）前掲 の開発援助政策 、 ページ。より詳しくは、大隈 宏 開発協力の半世紀

成城法学 第 号（ 年 月）の ページを見よ。
）このような関税の相互撤廃制度は 世紀末からフランスの植民地貿易で行われていた（高島、前掲書、
ページ）。
）フランスでは の前身とでも言える植民地の開発基金（ 海外領土の経済社会開発投資基金

）がそれ以前からすでに設立されていた。とはいえ、この投資基金が として具体的に に
どのような経緯で盛り込まれるに至ったかを解明する必要がある。
）ヤウンデ協定交渉時における 構成 カ国の対立と妥協に関しては、大隈 開発協力の半
世紀 の ページが詳細に論じている。



ランス人ドゥニョー（ ）である。さらに、 年に最初の 開発委員

に任命されたのはシェイソン（ ）であり、その後任の開発委員はやはりフ

ランス人のピザニ（ ）であった。とりわけシェイソンは、開発委員を務めたの

ち、ミッテラン政権の外務大臣に一時期就いていたが、そののち 委員会に地中海ならび

に南北関係を担当する委員として再び着任した。シェイソンが復帰した 年には開発委員

の担当内容の見直しに着手されたが、それはフランスがその対旧植民地政策にこだわりを持

ち続けたことを反映していることによる。まさしく、このフランス人開発委員シェイソンの

時期は、イギリスの 加盟の実現と 開発政策の形成にフランスが積極的なイニシアチ

ブをとった時期として特筆される。具体的には、第 次ロメ協定の成立がこれにあたる。

このように委員会での担当委員にはフランスのヘゲモニーが圧倒的であったのだが、事務

機構のトップには常にドイツ人がその地位についた（図表 ならびに図表 を見て

ほしい）。すなわち、開発総局（ ）の総局長にはドイツ人たちが長期にわたってその

任にあたり、彼らは フランスを幸せにする政策をすすめるというドイツの公式見解の忠実

な遂行者であった 。エードリアン・ヒューウィットとケーイェ・ホワイトマンはこのこと

をもって、 の官僚機構のなかに 親フランス派のドイツ人世代 が形成されたことを

指摘し、ドイツ人によるフランスの利益擁護となる旧植民地政策が の顔をもって 大真

面目に行われすぎた と言う ）。

例えば、初代開発担当委員のフランス人 は同じく初代開発総局長とし

て、ドイツが の連合関係構築に消極的であったことならびに への金融貢献が期

待できることから、ドイツ人が相応しいと考えていた。さらに、当時委員長のハルシュタイ

ン（ ）は初代の開発総局長に著名なドイツ人外交官のアラーント（
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図表 開発担当委員の氏名・国籍・任期

氏 名 国 籍 任 期

フランス

フランス

フランス

フランス

フランス

イタリア

スペイン

ポルトガル

デンマーク

ベルギー

（出所）欧州委員会開発総局への問い合わせ結果（ 年

月 日付）に基づく。

） （野田
早苗訳 共同市場 改訂新版、白水社、 年）
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）が良いと考えていた ）。 はアラーントの指名を歓迎した ）。な

ぜなら、ドイツ人であるアラーントが開発総局長としてひとたびフランスとフランス領アフ

リカの関係を容認したならば、フランス人が の他の重要ポストにも任命されねばなら

ないと考えたからである。

こうして、 の官房長（ ）には当初オルトリ（

）が、そして彼がまもなく他の職務に任ぜられると、その後任に が

就くことになった。 は後述するように、のち 内部の初代 総裁になっ

た人物である。また、 、彼はローマ条約第 部の受諾を他の構成諸国に

迫ったフランス交渉団の重要メンバーの一人であった、が研究担当の局長に任命された（当

時の は総務 、研究、投資、通商の 局で構成されていた）。このほ

か、ベルギー人の が投資、オランダ国籍の は総務、そし

てイタリアの が通商担当のそれぞれ局長に任ぜられた。

こうして 年の春には として最低限の組織が出来上がった。当初スタッフは約

名であったが、その大半はベルギー人とフランス人を除くと、連合諸国との接触がこれまで

皆無かほとんど無いに等しい人たちであったという ）。

もちろん、開発総局の官僚たちにも個性の違いがある。 年代から 年代にかけての時

期には 、 ）が、そしてそのあとを継いで 年にフリッ

図表 開発総局長の氏名・国籍・任期

氏 名 国 籍 任 期

ドイツ

ドイツ

ドイツ

ドイツ

ドイツ

イギリス

デンマーク

フランス

イギリス

オランダ

ギリシャ
及び

イタリア

（出所）欧州委員会開発総局への問い合わせ結果（ 年 月

日付）に基づく。

）以下、立ち上げ時での開発総局内の人事については、
を参照した。

）
）



シュ（ ）が総局長になった。とくに、委員会の通訳としてそのキャリアをス

タートさせたフリッシュは 年代からシェイソンのグランドデザイン形成に関与した。そし

て、マーストリヒト条約における開発政策の見直しに積極的なイニシアチブをとったことで

知られる。彼は開発総局のあり方と開発政策の双方に自らの個性を反映しようとし、 ひと

たび多くの政策調和が実現されれば、真のヨーロッパ開発政策が進展する と信じていた ）。

欧州議会や他の委員会の総局が発展途上世界に対して多様な関税政策や財政支出を展開し

ているにもかかわらず、開発総局は を一般財源の外部に留めおくことに成功している

（今日にあっても事態は変わっていないことに注意が必要である）。 要するに、目下の者が

目上の者に采配を振るい続けている ） のである。

結局のところ、フランス人が委員会委員として政策立案面でのイニシアチブを取る代わり

に、ドイツ人が政策実行の責任者として開発総局において権限を振るうという絶妙のバラン

ス 局長レベルでは両国以外の国籍をもった人物の登用も見られるが─をもって 開発政

策は展開されていた。このような欧州委員会内部でのフランスとドイツとのバランスは上の

つの表からも明らかなように 発足から 年代の中頃まで続いた。しかしながら、

そのような体制 バランスにもかかわらず、その内実では依然としてフランスのヘゲモニー

が圧倒的に優勢であったことを否定できない。

例えば、 はフランスとフランス共同体との関係について干渉するのを避けようとし

ていた。フランスが 委員会と連合諸国との間での正式な直接的連絡を認めるにいたっ

たのはアフリカ連合諸国が独立を勝ち得た 年代になってからである（第 共和制下にお

いて、フランス政府はブリュッセル・連合諸国間でのあらゆる接触が全てパリを介してなさ

れねばならないと強固に主張していた） ）。

さらに、ここで指摘しておかねばならないのは （欧州開発基金）総裁のポストを長

きにわたりフランス人が握っていたことである。なかでも、 が発足した 年（すな

わち第 次 ）からコルシカ出身のフェランディ（ ）が圧倒的な影響

力を行使し続けていたことが注目される。そして、フェランディの関心はあくまでもフラン

ス語圏アフリカに限定されていた。その強烈な個性は 開発総局という一つの帝国のなかに

さらに別のもう一つの帝国を創った ） と評されるほどである。彼は カ国のそれ

ぞれに 駐在事務所を設置し、なかでもダカール（セネガル）とアビジャン（コートジ

ボアール）など主要な駐在事務所のトップにはフランス人を長期にわたって据えることによ

り、直接的な指示を下し続けた ）。

資金は共同体機関の欧州協力局（ ）を通じて運

営されるが、一般財源とは性格がまったく異なっている。それは加盟各国の基金より構成さ
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）同じくエードリアン・ヒューウイットとケーイエ・ホワイトマンによると、 はその性格からすれ
ば彼には旧ドイツ陸軍の官僚がその地位に相応しく、また はボンの外務省から移植されたにすぎ
ないような人物であった（ ）。
）おそらく彼は野心家であった（ ）。
）
）
）
） の威信を指し示すためにも、各駐在事務所には黒塗りのメルセデスベンツが供与されていた。
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れるために、共同体の統制を受けることがない。そのために、 資金は予算執行上のフ

レキシビリティーと独立性を有するとともに、 年間にわたり適用されることから単年度主

義の共同体一般財源よりも資金の調達・利用の面でいっそう安定的な性格をもっている。こ

うして は加盟各国のバイラテラル援助よりもその資金の性格上からも被援助国からの

いっそう信頼を勝ち得るものともなり、 フェランディ主義者 の影響力は長く続くことに

なった。

とはいえ、フェランディの開発哲学は 社会主義者 シェイソンのそれとは大きく異な

る。とりわけ、開発委員シェイソンの下で実行された第 次ロメ協定の世界にフェランディ

は適応できず、衝突の末にようやく 年に辞任に追い込まれた。フェランディの後任に

も、やはりフランス人のスベストル（ ）が就いたが、かれもまた フェ

ランディ主義者 にすぎなかった。しかしながら、 年 月に の運営と政策立案と

を分離することにより、ようやくフェランディの 帝国 は崩壊した ）。

要するに、共同体政策の表看板としての開発総局とは別に、 援助の財布としての

ではフランス人の、しかも極端な旧仏領重視派とも言える、 フェランディ主義者 の

影響力が長い間支配的であった。こうして、先に述べたこと重ねて整理してみると、 の

対発展途上国援助政策は、開発担当の委員にフランス人が、そして開発総局ではドイツ人が

それぞれトップの座につくという人員配置上の目配りが施されてきたのではあるが、援助資

金の主要財源である の責任者には極端な保守派とも言うべきフランス人が、 政策

とはまた別の考えに基づいて、その権力を行使していたことに注目すべきである。

こうして 欧州の政策を牛耳り続けたいフランス ） の行動は多くの利益をフランスにも

たらすことになった。例えば、ヤウンデ協定下での数次にわたる にあって、フランス

の資金分担比率は 割強にとどまり続けたのに、 契約の受注比率は 割を続けて

いる ）。また、ロメ協定の下にあっても、 はとりわけセネガルやコート・ジボ

ワール等フランス語圏西アフリカ諸国を主たる受益国としていた ）。こういったフランスへ

の利益誘導は、第 次ロメの発足時において英連邦諸国への砂糖議定書というかたちにおい

て とは無縁の援助装置により、イギリスに対して利益を供与することで相殺されるに

至った。

） 私は同年の機構改革を明らかにする必要性があると感じ
ている。ただ、フェランディの辞任後に の管理責任が 内のいくつかの局に分割された。例え
ば、 によると、 委員会が 評議会（ 加盟各国の代表者によ
り構成）との連携をいっそう深める、 合同閣僚理事会に大幅な監督権限が付与される、さらに
第 次ロメ協定において 金融技術協力委員会（

）が新設されるに伴い、より直接的な共同の監督権限が導入された（

）。ただし、 の要求していた との の共同管理については実現していないことに注
意が必要である。
）
）例えば、前掲 の開発援助政策 の第 章、そして ページに掲載されている 分担比率を示
す図表を見てほしい。
）同じく、拙著の第 章を参照していただきたい。



．ユーラフリカ構想からグローバル政策へ

ヨーロッパのアフリカ支援には多くの概念が登場する。まず、ローマ条約で見られる 連

合 （ ）との言葉は、 年のフランス アフリカ共同体構想にその端を発する

きわめてゴリスト的色彩の強い内容を伴っていた。その意味では、欧州の対アフリカ政策が

フランス政策の色彩を濃厚に漂わせてきたことは当然であったともいえよう。また、 協力

（ ）との用語はフランスが 年に自らの開発政策を説明する際に導入したも

のである。

さらに、 ユーラフリカ （ ）は、連合概念のなかの いっそう狂信的な部分を

増長させたもので、疑念に満ち満ちている 。それは 単なる家父長制的な温情主義ではな

く、ヒトラーとビシーの不幸な歴史的連合体（ ）であった ）。 こうしたことの

ゆえに、のち、 ユーラフリカ よりもより狭義な概念である フランサフリック

（ ）との用語は フランス左翼のみならず、グロバリゼーションの時代の若者

からも嘲笑の的ともなっている 。

したがって、ドイツとオランダがヤウンデ協定を承認するための主要な条件は、 が同

じレベルの開発水準にある他のアフリカの国々との連合協定交渉に入ることをこの際約束す

ることであった。そして、そのことはナイジェリアの参加を想定していたのであるが、ナイ

ジェリア内戦（ビアフラ戦争）の時期（ 年）にフランスが親ビアフラの立場をとっ

たために実施に移されることはなかった。ドイツやオランダなどはナイジェリアを 連合

協定に参加させることで、ヨーロッパの政策から フランサフリック の色彩を除去しよう

としたのであったが、当時の国際条件はこれを許す環境にはなかった ）。

フランスのこのような姿勢は、 年のド・ゴール辞任まで存続した。そして、その退陣

は 委員会の対英政策についての制約を大きく緩和至らしめるとともに、対発展途上国政

策も連合政策から開発政策への転換を次第に可能ならしめるものとなっていった。このよう

な方向転換は 年 月でのイギリスの 加盟実現により劇的に変化し加速化していく。

そして、 年 月には重要な 委員会メモランダムが作成された。これは新たな時代

の開発政策にいわば道を開くものであったが、まだ当時の委員はゴリストのドゥニョーで

あったことから ）、それまでの古い考え方から新しいものへの移行期の文書に留まっている

にすぎないといえる。つまり、そこには時代遅れの ユーラフリカ そして連合観が盛り込

まれていた。ところが、このような動きは、シェイソンの開発委員への任命で封じられた。

彼は非互恵主義への抵抗を打破し（通商関係でのこのような非互恵主義が実現したのは、周

知のように、ロメ協定においてである）、ときに ポンピドーからイギリスへの贈り物 ）
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） なお、 ユーラフリカ ならびに ユーロ・アフリカ共
同体 構想に関しては、川崎晴朗氏による詳細な研究成果が多数公刊されている。それらの多くは基本的
に 年代に発表されたものであるとはいえ、その研究レベルの高さには今なお瞠目すべきものがある。
氏による研究成果の一端は本稿巻末の参考文献に示されている。
）こののち、東アフリカ カ国とのアルーシア協定が 年 月に成立した。
） ドゥニョーは、結局のところ、伝統的なゴリストであり、古典的なフランス・システムの運用者であ
るにすぎなかった （ ）。
） ここでの 贈り物 との意味は、旧英領諸国などが相互特恵への反対を強硬に主張していたこと
がその背景にある。
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とさえ称された。さらに、前イギリス外相で信念ある人物とされるホーリー（

）が 人いる開発副総局長の一人に任命されたことで、事態はさらに進展する。彼の

使命は 諸国を交渉のテーブルに着かせること、そしてヤウンデ諸国（ ）が

のインナー・サークルとして恵まれた立場を保ち続けるとの考えを抑えることであっ

た。

創造力豊かでこれまでの考えにとらわれない シェイソンの登場は、 パートナーシッ

プ に信頼できるなかみをもたらすことになった。開発総局の進歩的な諸要素が 年のオ

イルショック後に、前面に現れることになった。こうして、フランス語圏諸国が愛してやま

ないアキとの妥協がロメ協定で実現した。また、ハート（イギリス、 ）ならび

にプロンク（オランダ、 ）両開発相に支持された グローバル開発政策 （ハー

ト プロンク枢軸）との考えが 半分実現 した。イギリスではさらにインド亜大陸と東南

アジアを横断するような協定は大きすぎるので、ロメとは異なるアプローチが必要と認識さ

れるようになっていた。

こうしてロメは を具体化したと見られることで、旧植民地諸国におけるアフリカ

分割の古傷を癒すことになった。さらに、シェイソンとホーリーのコンビは、 年に新し

い文書 ）を公表することでグローバル開発政策への展望を示すことになった。そこには、

地理的にもテーマ的にも様々な多くの諸要素が盛り込まれ、そして人道上の諸問題がはじめ

て取り上げられた。また、 委員会は南部アフリカにも関心を有するようになった。とり

わけホーリーはその部下のスコット（ ）とともに行動し、そのことはやがて南部

アフリカ開発共同協議体（

今日の ）の建設へと繋がっていく。とはいえ、イギリス政府は の開発総局を優先

順位の低いものと見ていたために、このホーリーらの活動への英国政府の支援はほとんどな

かった。

年代には が南アフリカのアパルトヘイトに反対する国際的なキャンペーンをリー

ドしていたのであるが、 年代中頃にシェイソンとピザニが辞職するにいたると、そのよう

な動きは弱いものとなった。それは （対外関係を担当）内のイギリス人とドイツ人官

僚の対立が次第に激しいものになってきたからである。彼らは、南アフリカの問題にいっそ

う敏感であったためであるとされる。その後、アパルトヘイトに反対する動きは、開発総局

長のロォウ（ ）が全力をつくしたものの、ピネイロ（ ）

開発委員に力がなかったことや欧州委員会の威信低下などもあって、進まなかった。

さらに、今日では発展途上国を担当する委員は ないし 名いるし、理事会にはソラナ

（ ）上級代表という対外関係での単一の声も存在する。しかしながら、これら

は ヨーロッパ次元での政策形成という点でほとんど成果をあげていないのではないか？ ） 。

）

）



．おわりに

第 次ロメ協定の誕生時とは大きく異なって、その更新交渉（ 年）はロメのもつ

理想を棺に納めるための最初の釘を打つものであった ）。そして、これ以降、欧州委員会は

開発問題に関して国際的に革新的な思考の側にはけっして立とうとしていない。こうしてロ

メ自体の機能障害がますます進行し、委員会側でのロメの位置づけが次第に低下していっ

た。 援助とバイラテラル援助との関係が必ずしもしっくりといっていないことと、そし

て今日では 運営が上手くいっていない欧州人道援助局（ ）が別途存在している こ

とは、 整合性のとれた開発政策が生まれたとするマーストリヒト条約が虚言であること

を明らかにした。そして、 年の第 次ロメ協定までは 脳死状態 であったが、コトヌー

協定はマーストリヒト条約後の ファンタジー・ワールド に止めを刺した ）。

周知の通り、マーストリヒト条約の第 編に開発協力についての規定が新たに盛り込まれ

た。これにより、欧州委員会サイドではローマ条約いらい 年を要してようやく 共同体開

発協力政策 が誕生したと高く評価している ）。しかしながら、このとき以降、 年代を

通じて 開発政策は大きく変化し、その組織体制も抜本的に見直された。これによる混乱

は今日にあってもなお制御できずにある。

こうして は中東欧諸国の 加盟実現により完全に追い越されてしまい、ロシアも

の隣人となった ）。 の見方からすると、欧州委員会は の擁護に失敗したし

たことになり、他方そのことはブリュッセルからすれば単に乗り換えたにすぎないこととな

る ）。

そのことの帰結は明らかである。すなわち、 年のグリーンペーパ発行、そしてコト

ヌー協定と繋がっていく流れとなる。すなわち、コトヌー協定では、逆特恵への後戻り ）、

商品議定書貿易と の放棄、 の団結と“パートナーシップ”の動揺をもたら

すサブ・リージョナル協定、政治的コンディショナリティーの強化、包括的な援助パッケー

ジに留まれなかったこと、そして 資金の引き出しにいっそうの制約が加わったことな

どがその主たる内容となってしまった。 コトヌーが以前よりも改善されたものと見る

はない し、 は に整合的な から利益をほとんど得ることができない ）。

は必ずしも喜んで には調印しない。というのも、彼らがもし（国連と

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） 周知の通り、大隈 宏氏は 南北対話 から 南北手詰まり への移行と評価している。また、
高島、前掲書の第 部第 章も参照されたい。
）
） の開発援助政策 、 ページ。しかしながら、私は率直に言って、このマーストリヒト条約の成立
は、開発援助に効率性重視の姿勢と政治的コンディショナリティを持ち込むことによって、ヤウンデーロ
メ型に見られたある意味における 歴史性 に裏打ちされた清算プロセスとの決別であると考えている。
その意味では、これをもって 開発政策の 変質 が生じたと見ている。詳しくは、同書の第 章を参
照してほしい。
） （ ）ならびに （

）がともに 年代はじめに発足した。言うまでもなく、これらは旧共産圏諸国向けの
援助制度である。
）
）拙稿 開発政策の変貌について─ロメ協定からコトヌー協定へ─ 日本 学会編 日本 学会
年報 ニース条約と欧州統合の新展開 第 号（ 年）を参照されたい。
）
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が言うところの）後発発展途上諸国に分類されることになれば、

ファシリティーから利益を得ることが可能となるためである。すなわち、この

政策はコトヌー協定が 年 月に調印されてわずか数ヵ月後の 年 月にラ

ミー（ ）率いる通商総局が のほぼ半数およびアジアの後発諸国からの

輸入について関税ならびに数量制限がともに課されないという措置を内容とする。つま

り、対 、なかんずく後発諸国について開発総局と通商総局の二つの総局間で政策が

分裂 していると言わざるを得ない。

ことここに至って、 の開発協力政策が歴史的利害に基づくか、あるいはグローバルに

展開されるべきかとの 年代以来の議論に決着がついた。コトヌー協定はグローバリスト

の優勢を反映し、 との関係は 正常化への道 を辿っているとされる ）。また、私は

別稿において、 の対 開発政策がロメ協定の下での非相互主義原則（一方的特恵関

税措置）に基づく時代から、市場原理優先の相互主義原則（相互特恵）の時代 ヤウンデ協

定及び 年連合協定に特徴的であった への逆戻りであると評価している ）。

最近では、ニールソン開発委員（ ）が開発総局を援助運用面と政策面とに分

割させた ）。これは、内部の士気を低下させ、 委員会での開発総局の立場を弱いものと

し、援助の受け取り手である の狼狽をまねき、事態の悪化を招いたとエードリアン・

ヒューウィットとケーイェ・ホワイトマンは評価している ）。彼らによると、第 次ロメ協

定時と比べて、 年から今日にかけての時期は欧州委員会内部での開発問題の影響力は最

低であった。この 人は、 開発総局内において政策面と運用面とを再び統合させること、

政策の透明性を高めることにより、 構成諸国の理解を高めること、 開発委員が

政策の不整合性を取り除くこと、とりわけ発展途上国の農業保護に着手すること、 途上国

の砂糖、穀物、牛肉の対 輸出において の輸入課徴金が付加されるのを回避するこ

と、を結論的に指摘している。そして、これらが実現されたおりに、 開発政策がアメリ

カ、日本、そして構成諸国のバイラテラル政策と匹敵する位置を獲得するにいたると結論す

る ）。

以上、本稿では主に ・ヒューウィットと ・ホワイトマンの論文 欧州委員会と開発政

策 援助のなかの官僚主義的政策 に論述の流れとしてはかなりの部分を依拠しつつ─

） の第 章として所収されている
の ページを参照。

）前田 開発政策の変貌について 、 ページ。
）このことにより、開発総局の組織と機能が分離され、その結果として
が一つの総局として 年 月 日に設立された。これは欧州委員会が行う対外援助（一般財源からのも
のと の双方について）の実行に責任を有する部局である。その中心的な役割はスピーディかつ説明
可能なやり方で 援助の価値と影響力を極大化ならしめることである。具体的には、ガイドラインの作
成、援助実施の評価、資金の適切な管理そして公正かつ透明な入札・契約の実施である。そして職員の三
分の二は援助の現場で働いているとされる。
他方、開発戦略と政策については他の部局である開発総局（ 地域を担当）と対外関係総局（その他

地域を担当）が策定することになった。
現在の 担当委員は であり、対外関係と欧州隣
人政策（ ）を所管している。また、 委員（前掲図表
を参照）は開発と人道援助を担当する（ともに本稿執筆の 年 月現在）。二人の任期は 年 月
日までである。また、 の現在の総局長は が務めている。
）
）



ときおり、私の解釈やその他も交えつつ─、論述を進めてきた。

この両者の手になる論文の特筆すべき点は、一見すると欧州委員会内部での官僚人事に焦

点を当てながら 開発援助のこれまでの諸問題を論じているようである。しかしながら、

本論文の着目すべき点はそれにとどまらず、むしろ官僚の出自などの個人的属性を超えて彼

らがなぜその分野での担当責任者として選ばれるに至ったかについて、 開発援助を取り

巻く構成諸国での対立や確執についても言及しつつ、その展開を明らかにしようとしている

点である。その意味では、 や 委員会サイドでの開発政策に関する膨大なペーパーと

は明らかに一線を画した論文であるといってよいと思うし、 開発 協力 援助の本質的

理解に挑もうとする論考であると高く評価できる。

私は前著 の開発援助政策 で、 の開発 協力 が 年マーストリヒト条約のあ

とになっても、共通政策からはほど遠く、むしろそれとは逆行していることを明らかにした ）。

この私の主張と ・ヒューウィットと ・ホワイトマンの論文とは、 の開発援助・協力

政策が の名前を冠してはいるものの、その実態としては依然としてフランス主導の

ものである（あった）こと、そしてフランス主導の動きは 年代の半ばごろからロメ体制

の確立とともに崩壊しつつあったが、ポスト・ロメ構想のなかで再びフランスの影響力が、

もちろんイギリスやドイツそして北欧諸国などと妥協しつつ、 開発援助・政策のなかで

高まるのは否定できないと思われる。この最後の点についての評価（フランスの影響力再

編）を除いては、私とこの両者の見解の違いはそう大きなものではないと考える。

私はロメ協定を中心とする の開発援助政策について、これまで 年以上の長きにわた

り、研究を続けてきた。 開発政策に関しては未だわかりづらい点も多いし、またなかな

か明らかにならないこともある。今回、 ・ヒューウィットと ・ホワイトマンの論文に触

発され、初めて開発援助政策の展開面において 官僚機構形成の一端を明らかにすること

ができた。 の運動がまさしく仏・独・英など構成主要各国の妥協の産物にすぎないこと

が、開発分野の研究から明らかになったのはそれなりの意義があると思う。
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