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欧州・アフリカ関係の新展開 

─ 第２段階に進むEPA交渉の課題 ─ 

 

コトヌー協定に基づくEPA交渉の第１段階が2002年９月に開始されたことは昨年度報告書の拙稿１

で触れたが、ACP全体とEUとの間で行なわれる第１段階は予定通り2003年９月で一応終了し、同年

10月から各地域とEUとの間の第2段階の交渉が開始された。すなわち、10月４日には、EUとCEMAC

（中部アフリカ経済通貨共同体）との交渉が、ついで10月６日には、EUとECOWA（西アフリカ国

家経済共同体）との交渉が開始された。こうして一見EPA交渉は順調に開始されたように見えるが、

第1段階交渉では、EUとACP双方間における考え方の違いが改めて明白にされ、また今後の第２段

階交渉にはさらに多くの困難な問題が予想され、前途は決して楽観できないように思われる。EPA

交渉の行方は、EU25カ国（2004年以降）及びACP（77カ国）の通商・外交政策に大きく影響し、

WTO交渉にも様々に影響を与えるはずである。本稿は、限られた紙面の制約のなかで、第2段階に

進むEPA交渉の課題を検討する。 

 

１．第１段階の交渉の結果 

 

2003年10月２日のACP-EU合同閣僚会議は、第1段階の交渉の結果について「高度の収斂を達成し、

満足すべきものであった」ことを確認し、それを取りまとめた共同報告書が地域レベルの交渉の「参

照事項」及び「指針」として役立てられるものとされた。まず、この報告書の概要を検討しよう２。 

 

(1) EPAの目的と原則 

 「目的と原則」はコトヌー協定の規定に依拠しているが、ACPの視点から重要な「既存の特恵水

準の維持・改善」がうたわれていることに注目しよう。 

● 目的：（コトヌー協定に基づき）ACP諸国の持続的発展、グローバル経済への円滑かつ漸進的統

合並びに貧困の解消。とりわけ、持続的成長、生産・供給能力の増強、経済の構造改革と多角

化の推進、地域統合の支援を重視。 

● 原則：EPAは「発展の手段」であること、地域統合を支援すること、EU市場へのACP輸出につ

いて既存の特恵水準の維持・改善に資すること、WTOルールに適合すること、すべてのACP諸

国、とくにLDC（後発途上国）について「特別で異なる待遇」を供与すること。 

 

(2) マーケット・アクセス 

EPAの最重要部分であるマーケット・アクセスの考え方として、弾力性、非対称性（EUとACPの

間）、既存特恵の維持・改善、妥当なセーフガード措置の必要性が確認されたほか、双方の交渉姿勢

として次のような点が注目される。 

● 原則として全部門における自由流通を規定するFTAに関するWTOルールとの関連について、EU
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側は、産品カヴァレッジに関するWTO基準（90％）を長期目標とする見解を示した。 

● ACP側の強硬姿勢は、EPAへの参加か否かにかかわらず、EU市場へのアクセスの悪化を避ける

保証、EPA枠内での関税撤廃の５ヵ年間停止、関税引き下げを「開発達成指数」とリンクする

方式などを要求する形で示されたが、EU側に受容れられなかった。 

 

(3) 農業および漁業に関する取り決め 

EPAにおける農漁業の取り扱いについて、持続的発展及び貧困解消の視点からの農業の重要性、

輸出構成の多角化と高付加価値化、非貿易的関心事項（農村振興、環境保全など）、SPS問題及びEU

輸出払戻しの影響についてケース・バイ・ケースで交渉、産品プロトコール問題への取り組み、漁

業の重要性が確認された。 

他面、農業貿易の自由化と開発援助との関連性について基本的な対立点が存続しており、ACP側

は、EPA交渉の開始の前に開発援助が強化され、ACP農業の競争力強化が必要である旨を主張した

が、EU側は両者を並行して進めるべきことを主張した。 

 

(4) サービス 

サービス貿易の取り扱いについて、活発なサービス部門の重要性、サービス自由化は漸進的に、

ポジテイヴ・リスト方式で推進することなどが確認された。他方、ACP側は、EUサービス市場への

アクセスのため人の移動条件の改善について討議することを主張したが、EUはセンシティヴな移民

問題に関連するため態度を留保したようである。 

 

(5) 貿易関連事項 

いわゆる貿易関連事項として、双方によって規格・衛生防疫・消費者保護などの規則・制度の重

要性が確認されたが、交渉の進め方では対立が表面化したようである。すなわち、ACP側はルール

に関する事項はWTOでの交渉進展を待って対処することを主張し、EU側は、貿易関連事項がコト

ヌー協定に盛り込まれているので、キャパシティ・ビルディングとルール交渉に並行的に取り組む

ことを主張した。 

 

(6) EPAのための開発支援 

双方間で、EPAには適切な開発支援措置が伴うこと、EPAはACPの開発政策、EUの開発協力政策

に統合されること、持続的発展のためのキャパシティ・ビルディングとインフラ整備の重要性が確

認された。しかし、開発支援の増強可能性について対立点が表面化しており、ACP側は、EPA実施

に伴う調整コストを賄うためにEDF（欧州開発基金）以外の追加的な資金が必要である旨を主張し、

EUはこれを拒否した。 

以上のように、地域別EPA交渉に向けた合意事項が確認された一方で、依然として重要な意見の

相違が残されている。とくに、EU市場へのアクセスおよび農業の分野では、EU側の曖昧な態度で
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対立点が必ずしも明確にされていないが、ACP側は、CAP改革による支持価格の引下げ及び従来の

特恵マージンの縮小による「被害」に対して「補償」を求める態度を堅持していることが注目され

る。こうした対立点が残っていることを考慮して、第2段階の地域別交渉と並行して、ACP全体と

EUとの間の第1段階交渉も継続することとなった。 

 

２．第２段階のタイムフレーム 

 

第二段階のEPA交渉が2003年９月から2007年末までに行なわれることは既に決定されていたが、

この４年四カ月にわたる交渉の進め方について、最近EU委員会の考え方が明らかにされた３。若干

の地域については、こうしたスケジュールで交渉が進展するかどうかは疑問であるが、西アフリカ

や中部アフリカなどの先端的な地域についてのEU側の展望を知る上で有益であるので、それを紹介

しよう。EUの提案では、第2段階の交渉は次の4つの局面に区別されることになる。 

① 第１局面（2003年末まで）：準備段階 

● 主要目標、政策、手段についての確認 

● 優先検討事項のレヴユー 

● 第２局面での交渉の仕組みと日程についての合意 

● 研究及びキャパシティ・ビルディングについての優先事項の確認 

● 地域レベルの交渉における調整のためのタスク・フォースの設置 

● 地域的交渉に関するセミナー計画 

● 民間団体などの地域ネットワークの形成 

② 第２局面（2004年から2005年半ばまで）：戦略的アプローチについての収斂 

● 貿易及び生産データの分析 

● 関税及び財政収入への効果に関するレヴュー 

● 規制の枠組み及び地域的政策に関するレヴュー 

● 地域統合のための優先的課題の確認（農業、非農業分野の市場アクセス、SPS/TBT、サー

ビス貿易、貿易・投資円滑化、貿易関連事項の６つの優先課題グループ） 

● 自由化のスターティング・ポイントとしての現行関税体系のレヴュー 

● 研究及びキャパシティ・ビルディングに関する援助の実施 

● EDF第9期中期レヴューにおいて地域的な貿易関連支援計画を開発 

● 部門別課題についての協議の組織化 

③ 第３局面（2005年半ばから2006年半ばまで）：EPAの構造についての合意形成 

● EPAの構造に関する合意 

● EPAに関する検討結果の確認及び合意内容の文書化 

● センシティヴな課題についての集中的取り組み 

④ 第４局面（2006年半ばから2007年末まで）：最終段階（交渉全体の仕上げ） 
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以上の交渉は、第１段階の場合と同じく、技術グループ、上級官僚レベル、閣僚レベルの3段階

で進められる。技術グループは、商品貿易、コアー・セクター、統計、サービス貿易、投資及び競

争政策の６分野について、それぞれ少数（4-6人）の専門家で構成される。 

 

３．地域レベルの交渉に向けたEUの視点―西アフリカ地域を事例に 

 

ACPの各地域とEUとの交渉が具体的にどのような形で進められかは、双方の力関係や交渉能力の

差を考えると、交渉結果に大きな影響を及ぼすであろう。その点を検討するためには、EPA交渉に

比較的前向きであり、相対的に交渉能力もある西アフリカの事例が注目される。西アフリカとEUと

の交渉は2003年10月ベニンで開始されたが、以上の考えから、その際に表明されたEU側の考え方（パ

スカル・ラミー委員演説）を検討することは、EPAに関する地域レベルの交渉の特徴を明らかにす

る上で有益であるので、そのポイントを紹介しよう４。 

● EUと西アフリカとの間のEPAの目的：西アフリカ地域を、民間イニシャティヴに基づき投資を

惹きつけることのできる経済活動の中軸、そして持続的成長及び経済的・社会的・環境的に持

続的な発展を保証する経済活動の中心地域に転換させるという野心的な目的の追求。そのため

の、市場の広域化、経済活動のための安定性、透明性、予見可能性をもつ枠組み、EUと西アフ

リカとの貿易の円滑化の実現。 

● 市場アクセス：双方間の貿易障壁の漸進的な削減、EUがLDC諸国に供与するシステムにできる

限り近い形の待遇をEPA参加国に提供することにより現行の特恵を引継ぐ。 

● CAPによる歪曲効果：輸出補助金の存続、その他貿易障害措置の効果について、EU内部で検討

することを約束。 

● 双務主義の拡大：西アフリカ諸国の直面する経済的・社会的・環境的制約条件及び貿易自由化

への適応能力を考慮して弾力的に交渉を進める。市場開放は、西アフリカ諸国の発展自体のた

め必要な限りにおいて要求される。 

● EPAの意義：EPAは西アフリカ諸国経済の構造改革を引き起こす可能性があるが、それはEPA

の利益を得るため必要なことである。また、EPA交渉の過程には、すべての関係する行為者（民

間社会部門、市民団体など）が関与することが重要であり、EUとしてもこのプロセスを支援す

る。 

● 西アフリカ諸国の準備状況：UEMOAは2007年の対外共通関税の実施を約束しているが、進展

が遅れているし、関税以外の分野の統合も必要である。西アフリカとのEPA交渉に、ナイジェ

リアとガーナが参加することが極めて重要であり、それなしには地域統合の速度があるべき水

準に達しないであろう。 

● 開かれたリージョナリズム：EPAにより、地域内で相互に開放するとともに、世界の中でより

開かれた関係（とくにEUとの間で）を構築することができる。これ以外の代替政策は、政治的

には構想不可能であり、経済的には無責任なことであろう。 
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４．主要対立点の整理 

 

以上の西アフリカの事例が示唆する地域レベルのEPA交渉の大きな特徴は、EU側の主導性であろ

う。しかし、ACP側はACP全体としての強硬姿勢を堅持しており、それが長期にわたる第２段階の

交渉期間を通じてどのように発揮されるかが重要なポイントとなろう。 

そこで、双方の主要な対立点をより明確にするために、簡単な論点整理を試みよう。EPA交渉に

ついてのEU/ACP間の主要な対立点は、次のように整理することができる５。 

● 市場アクセスについての優遇措置：EUの立場は、EPAによりアフリカ諸国に提供される市場ア

クセス条件について、LDC（後発途上国）に供与する特別待遇、すなわち「武器以外はすべて

(EBA)」（Everything But Arms;武器以外はノータリフ・ノークオータ）の待遇にできるだけ近い

ものとする。このことは、LDCには関税面では追加的な優遇がないこと、非LDCにはLDCに近

い待遇を享受するというメリットがあることを意味する。LDCにとっては、非関税措置

（SPS/TBT、原産地ルールなど）の面でどのような優遇がなされるかが重要である。 

● CAP改革の対外効果：EUの立場は、輸出補助金の存続がもたらす歪曲効果について配慮するこ

とを約束するが、価格支持から直接支払いへの農業支持方式の転換の効果については何らの約

束もしていない。それは直接支払いには、デカップリングによって歪曲効果がまったく又はほ

とんどないという理由による（ACP側はこの建前的な論拠に納得していない）。このようなEU

の立場は、従来のCAPの価格支持による高価格の恩恵、産品プロトコールやその他の特恵関税

による特別の市場アクセスによりアフリカ農業者が得ていた利益を補償なしに喪失させるもの

であり、EU農業者が支持価格の引下げに伴う所得の損失を直接支払いで補償されるのと対照的

である。EUは、CAP改革のもたらすアフリカ農業者の損失についてEPA交渉で取り上げること

に消極的である。 

● 双務主義の適用：EU側は、アフリカ諸国に求められる双務主義について、これら諸国の開発の

ための必要性と適応能力に適合する程度とするという保障を与えようとしている。しかし、こ

の双務主義の弾力的解釈には大きな限界があるとみるべきであろう。EPA交渉の第１段階にお

いて「産品カヴァレッジ90％」という数値がEU側から提示されており、最終的に貿易品目の10％

以内の自由化例外品目が認められるという程度であろう。 

● 開かれたリージョナリズムの問題性：NEPADの構想のもとでの「開かれたリージョナリズム」

の重要性がEU側によって強調される。その場合、EU側の説明では、アフリカの地域的市場統

合のメリットとEU・アフリカ地域間の自由貿易協定の同時並行的な締結のメリットとを結びつ

けている。この点が実はACP側で、必ずしも受け入れられていない論争点である。EU・アフリ

カ間の自由貿易制度の同時的な展開のもとでは、アフリカの地域統合による市場の広域化がも

たらすであろう利益の大部分は、アフリカ企業よりもEU企業によって吸収されるとして、ACP

諸国の中にはEU・アフリカ間の自由貿易協定をACP諸国間の地域統合よりも遅らせるべしとの

考え方が強いようである。 
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● ACPの交渉能力の限界と監視機構：ほとんどすべてのACP諸国は、交渉能力の限界からEPA第2

段階の交渉に入るのは早すぎると考えているといわれる。とくに第2段階の交渉に早々と入った

中部アフリカ地域については、交渉能力の欠如についての懸念が表明されている。その交渉が

EU側の提案をそのまま受容れるだけのプロセスとなり、その結果が他の地域にとってモデルと

して強制されるおそれがしばしば指摘される。このために、ACP諸国にとって共通の交渉方針

が必要であり、第2段階の交渉と並行して継続される第1段階の交渉がアフリカ諸地域の対EU交

渉全体に対する「監視機構」（mécanisme de suivi）として機能することが期待されている。しか

し、EU側は第１段階の交渉継続の意義を必ずしも重視していないといわれ、それだけにアフリ

カ側としては、ACP諸国全体の団結の重要性を強調している。 

● FED（欧州開発基金）の運用及び追加資金：ACP諸国は、開発援助資金の使用条件の緩和およ

び追加的な資金を要求し、EU側はこれを拒否。開発援助はEPAの重要な要素であるが、EUは中

東欧への拡大の中でアフリカに対して「援助疲れ」の状態にある。 

 

５．若干の問題点 

 

(1) LDCと非LDCの差別待遇の問題 

EU とACPとの特殊な関係は長い歴史を有する。1950年代のEEC設立の際は、フランスやベルギ

ーの植民地はEEC設立条約によってEECの内部に一定の地位を与えられ、植民地の独立後はヤウン

ダ協定によって相互主義に基づく特恵制度に引継がれた。1973年の英国のEC加盟に伴い、ECと旧

植民地諸国（ACP）との関係はロメ協定によって片務的な特恵制度となり、特恵関税、産品プロト

コール（ECの無税輸入割当）、輸出収入補償制度（STABEC）などにより、ACP諸国に有利な制度が

導入された。EUとACPとの特殊な関係は、歴史的条件によって正当化され受容れられたのである。 

しかし、1990年代になると、一方において、EUの拡大とともに植民地宗主国としての過去を持た

ないEU加盟国が次第に優勢となり、他方において、WTOの発足とともに、ロメ協定にもとづくバ

ナナ特恵制度がWTOルール違反との裁定を受け、WTOルールへの適合性が国際的に求められるよ

うになる。こうして、ACPとEUとの間の新協定の準備過程において、EUは単なる歴史的・地域的

条件にもとづく地域的な特恵関係を清算し、全世界の後発途上国（LDC）に水平的に特別待遇を供

与するという新方針を選択する。こうした新方針には既成権益を有するACP諸国や旧植民地宗主国

としての関係に固執するフランス等の反対もあり、結局、妥協の産物として、コトヌー協定が成立

したといわれる６。そして、EUとACP諸国との貿易関係は、WTO適合的な双務的自由貿易協定によ

って律せられることとなった。バナナに関する産品プロトコールがWTO違反とされたことを考慮す

ると、現在WTOに提訴されている砂糖制度も同様の運命を辿ることが予想される。 

こうしてEUの途上国政策において、LDCと非LDCを区別する原則が確立された。それは既にWTO

ルールにも盛り込まれ、次第に国際ルールとしての認知を受けつつあり、EUの関税制度において「武

器以外はすべて（EBA）」の原則として実施されている。非LDCの地位にあるACP諸国はこうしたEU
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の方針に反発し、EPA交渉においてLDCと実質的に同等な扱いを受けることのできるオールタナテ

ィヴな方法を追求しようとしている。 

 

(2) CAP改革の対外的効果をめぐる問題 

1990年代以降のCAP改革は、支持価格の引下げと所得補償のための直接支払いの導入をもたらし

たが、こうしたEUの農業支持方式の変更はACP農業に重要な影響を与えた。牛肉、米、砂糖などEU

において高水準の価格支持が行なわれていた部門では、EUに輸出されるACP産品もEU並みの高い

価格を受け取っていたからである。すでに価格の引下げられた牛肉部門ではすでに価格引下げによ

る損失が発生しており、本年価格引下げが決定された米や今後に改革が予定される砂糖でも、同様

の損失が発生することになる。 

欧州農業とアフリカ農業は、多くの場合、温帯性作物と熱帯性作物という性格の違いから相互補

完性が強いが、しかし多少とも競合関係にある作物も存在する７。そして競合関係にある牛肉、米、

砂糖などでは、EUは一定量の特恵的な輸入を認め、CAPによる農業保護の恩恵をACP生産者が享受

する仕組みとなっている。こういうCAPの傘の下で恩恵を受けてきたACP生産者としては、EU域内

生産者が価格引下げに伴う損失について補償を受け、さらに新規にEUに加盟する中東欧の農業生産

者が価格引下げの損失なしに同じ補償の恩恵を受ける中で、かかる補償措置を受けられないことに

強い不満を表明し、この問題をEPA交渉で議論することを要求してきた。 

CAP改革の補償問題の帰趨は、WTO農業交渉におけるACPの立場にも影響するであろう。多くの

ACP諸国は、EUの輸出補助金への批判だけでなく、2003年改革でデカップリング方式を採用した

CAPの直接支払いに対してその生産中立性に疑問を呈し、米国農政とともにEU農政に対する国際的

な告発者としての役割を次第に強めつつある。WTO農業交渉において、ACP諸国がEU側にどのよう

に接近するか、あるいはブラジル、インドなどに主導される反欧米的な途上国グループに組するか

は、CAP改革の被害者としてのACPに対するEUの対応にもある程度かかっていると思われる。 

（2003年12月） 

                                                 
１ 是永東彦「アフリカ農業開発戦略と地域統合の課題」、国際農業交流・食糧支援基金『海外情報

分析事業 アフリカ・中近東地域食料農業情報調査分析検討事業実施報告書』平成 15年 3月。 
２ ACP-EC EPA negotiations Joint Report on the all ACP-EC phase of EPA negotiations(ACP/00/118/03 

Rev.1,ACP-EC/NG/NP/43), 2 October 2003. 
３ CTA,Agritrade EPAs:exective brief,October2003. 
４ CTA,Agritrade EPAs:exective brief,November2003. 
５ op.cit.(édition française),”commentaries»を参照に整理したもの。 
６ GEMDEV, L’Union européenne et les pays ACP, KARTHALA, pp.433-441 (Intervention de J.B.Mattei). 
７ CIRADの研究によれば、ACP農産物輸出の 70％は熱帯産品、このうち 59％がEU内で生産が存在

しないもの（コーヒー、ココア、熱帯果実、切り花、水産物など）、残る 11％はEU内の地中海地域

や熱帯地域で生産が存在するが不足しているもの（バナナ、綿花など）。熱帯産品以外の 30％の品

目は、EU生産と直接競争がないもの 18％（砂糖、野菜、食肉など）および潜在的に競争があるも

の 12％（油脂、魚類など）に区別される(V.Ribier et R.Blein, Complementarités et concurrences entre 
agricultures de l’UE et des pays ACP. 2002) 
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