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Ⅲ EU の対アフリカ政策と農業 

 
 
１． 歴史的回顧：欧州統合とアフリカ諸国 
 
 １） アフリカ諸国の政治的独立 

1958 年発足の欧州経済共同体（EEC）とアフリカ諸国との関係は、アフリカ・フランコ

フォニーの政治状況、すなわちフランスの植民地政策とこれに対するアフリカ諸国の対抗

関係によって大きな影響を受けた。 
19 世紀末の欧州列強によるアフリカ分割（英・仏・独・伊・ベルギー・ポルトガル）に

続き、フランスの植民地政策が展開される。それはフランス領西アフリカ(AOF)（1895-1958
年）及びフランス領熱帯アフリカ(AEF)（1910-1958 年）という植民地行政組織を通じて遂

行された。そして、数十年におよぶ植民地体制は、次の 3 つの重要な帰結をもたらした。

①国境線の確立、②国際市場向けの農業の確立（地域自給農業から輸出向けプランテーシ

ョン農業へ）、③工業発展と都市化、伝統的社会の変質と近代化、衛生状態の改善。 
しかし、第一次大戦後には植民地体制の動揺が始まる。第 1 の要因は、両大戦間期にお

けるアフリカのアイデンティテイの出現（国際市場への包摂、都市化、エリート層の登場）

である。ついで、第２次大戦による欧州列強の弱体化がアフリカ諸国の政治的独立を現実

のものとしていくのである。 
フランス領植民地の独立へのプロセスは、かなり特殊な形を取った。それはいわゆる「バ

ルカン化」つまり「小国乱立(balkanization)を生み出すこととなった。 
 1944：ドゴール将軍、自治政府ではなく分権化を主張（ブラザヴィル会議） 
 1946 年第四共和制憲法：フランス同盟（フランス議会にアフリカ代表、アフリカ議会、

海外県・領土） 
 1956 年基本法：分権化の推進を約束 
 1958 年第五共和制憲法：AOF および AEF 内の植民地並びにマダガスカルは共同体の

枠内での自治共和国（ギニアのみ拒否して独立） 
 1960 年憲法改正：共同体の枠組みを廃止、完全独立（その後、1975 コモレス諸島、

1977 ヂジブチ） 
 「持てる諸国」がフランス本国と共謀して「小国乱立」（balkanisation バルカン化）

をもたらした。小国は乏しい資源のみで生存することを強制される。 
その他アフリカ諸国の独立は次のようなプロセスで進展した。 
 敗戦国イタリアの植民地の独立（1942 エチオピア、1950 エリトリア、1951 リビア） 
 英国領植民地（1947 エジプト、1956 スーダン、1957 ガーナ、1960-1965 ナイジェリ

ア、ソマリア、シエーラレオーネ、タンガニカ、ウガンダ、ケニア、マラウイ、ザン

ビア、ガンビア） 
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 ベルギー信託統治（1960 コンゴー、1962 ルワンダおよびブルンディ） 
 スペイン領植民地（1968 熱帯ギニア） 
 ポルトガル領植民地（1974-75 ギニアビソー、モザンビーク、アンゴラなど） 

 
 ２） ローマ条約（EEC 設立条約第４部）に基づく連合関係（1958-1962 年） 

EEC は当初から、欧州加盟国と特別の関係を有するアフリカ諸国等を包摂する形で発足

した。EEC の創立者たちは、フランス、ベルギー、イタリア及びオランダと特別の関係を

有する非欧州諸国・領土を EEC に連合させ、これらの領域における経済的・社会的発展を

促進させ、EEC との間に緊密な経済関係を樹立させようとしたのである。このために、ロ

ーマ条約（EEC 設立条約）第４部に基づき、同条約付属書「海外諸国・領土と共同体との

連合に関する適用協定」が定められた。ただ、将来のアフリカ諸国の独立を予想して期間

を５年間に限定した。この連合協定の内容には、次の 2 つの経済的措置が含まれていた。 
 EEC と海外諸国・領土との間で、漸進的な関税撤廃による自由貿易地域の形成（相互

特恵制度） 
 欧州開発基金（EDF）による経済援助（５年間５億 8125 万ドル）。 

 
 ３） ヤウンダ協定に基づく対アフリカ政策（1964-1974 年） 

ローマ条約の締結後、1960 年前後にアフリカ諸国の独立が実現された。従来の連合協定

の期限が 1962 年末に終了するので、それに代わる新連合協定の締結交渉が行なわれ、1963
年 7 月ヤウンダ（カメルーン）で新協定が調印され、1964 年 6 月 1 日発効した。 
これにより、EEC とアフリカ・マダガスカル連合諸国（AASM）１８カ国との連合関係

が形成された。期間は第 1 次協定が 5 年間の期限であったが、1969 年に第 2 次ヤウンデ協

定が締結された。 
AASM 諸国は旧フランス植民地が中心であり、フランスとアフリカ・フランコホニーと

の二国間関係を反映していた。ヤウンダ協定の特色として次の点を挙げることができる。 
 従来と同様に相互特恵制度を維持する。ただし、EEC と AASM 各国との間で、１８の

自由貿易地域が形成された。 
 EDF による経済援助、欧州投資銀行（EIB）の融資が行なわれる。 
次の時代のロメ協定とは対照的に相互主義に立脚していることに注目しなければならな

い。今日のコトヌー協定はヤウンダ協定の原則に復帰する意味をもつのである。 
 
２．ロメ協定に基づく対アフリカ政策（1975-2000 年） 

 
 １） ACP 諸国との連合（association） 

1973 年の英国の EC 加盟後、その旧植民地を含む ACP（アフリカ・カリブ・太平洋）諸国

と EU との間の協力関係は、1975 年以降ロメ協定（Lome Convention）に基づき推進される。
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それは、すべての社会経済分野を対象にした援助の供与および貿易の発展のための協力で

あり、ACP 諸国と EU 諸国との閣僚会議、大使会議などで、恒常的な対話が推進された。 

ACP 諸国は、第 1 次（1975 年）46 カ国、第 2 次（1980 年）58 カ国、第３次（1985 年）

65 カ国、第４次（1990 年）68 カ国、第４次（更新）（1995 年）70 カ国と増加し、EU の拡

大とあいまって、EU-ACP 連合は世界経済において重要な地位をしめるにいたった。 

EC と ACP との貿易関係は、農工間垂直貿易が特徴的である。ACP 諸国から EU への輸出は

一次産品が中心で、1993年の上位10品目は次のとおり。石油（3945百万ECU）,ココア（791）、

コーヒー(730)、粗糖（700）、バナナ(437)、ダイアモンド(316)、熱帯木材(310)、金鉱石

（277）、熱帯林産物(211)、綿花(208)。 

 

 ２） ロメ協定の主な特徴 

 EU 諸国と ACP 諸国との間で交渉され、各国で国会批准を得る形で締結された。 

 援助面では、援助供与国と受益国の交渉に基づき中期的な取り決めが結ばれ、援助供

与国の一方的な援助とならないよう配慮した。例えば、第 4 次ロメ協定による財政議

定書（1990-95 年を対象）は、援助総額１２０億 ECU、その内訳は、STABEX１５億 ECU、

SYSMIN ４．８億 ECU、各種補助金７９．９５億 ECU、ヴェンチャー資本８．２５億 ECU、

欧州投資銀行１２億 ECU。 

 貿易面では、双方の発展段階の相違を承認し、これを権利・義務の相違に反映させ、「非

相互的」貿易特恵（non-reciprocal trade preference）が導入された。つまり、EU は ACP

産品の無税での EU 市場への輸入を一方的な特恵として認める。ACP 側には特恵供与の

義務はなく、EU 産品の ACP 諸国への輸出は通常の最恵国待遇による。ヤウンダ協定の

時代のような相互主義による自由貿易地域とは異なる。 

 ACP の輸出収入安定化制度が導入された。農産物を対象とする「輸出収入安定化制度」

（STABEX、system for the stabilization of export earnings）は、世界市場におけ

る価格の停滞に対処すべく、EU への輸出収入が減少した場合に直接に財政的援助を供

与する。鉱石についても類似の制度が導入された（SYSMIN）。 

 

 ３） ロメ協定による特恵貿易の仕組み 
 貿易特恵：欧州が輸入について特別に有利な待遇を供与すること。ACP 諸国からの輸

入品には他の開発途上国からのそれに比して低い関税を適用。その関税格差（特恵マ

ージン）が大きければ大きいほど、特恵の効果が大きく、ACP 産品は欧州市場で非 ACP
産品に比して比較優位を獲得することになる。ロメ協定は、ACP 諸国にとってきわめ

て有利な特恵制度をもたらした。EU に輸出される一次産品と工業製品のほとんどすべ

てが特恵の対象となった。 
 特恵マージンの事例：「切り花、生きた花・樹木」の分類に属する ACP 産品は、欧州

市場に無税で輸入されるが、ラテン・アメリカからの同種産品は平均 7.4％の関税を賦
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課される。この場合、特恵マージンは 7.4％となる。 
 
 ４） EU の輸入制度と特恵制度 

 EU 農産物輸入制度の 2 類型： 
① 熱帯産品（コーヒー、ココア、パルム油、コプラ油など）は、無税で輸入。 
② 欧州農産物との競合産品（砂糖、牛肉、果物・野菜など）は、輸入課徴金や高率関税で

輸入制限。この輸入制限品目の分野で、ACP 輸出国はその他の輸出国に比して、関税

の減免や特別の輸入枠によって有利な待遇を享受できた。 
 特別輸入枠の設定：バナナ、牛肉、砂糖およびラム酒については、「産品別議定書（プ

ロトコール）」に基づき、ACP 産品に特別の輸入枠を設定して輸入を認める ACP 特恵

制度が実施された。すなわち、欧州市場への輸入が一般的に制限される中で、若干の

ACP 輸出国に一定の数量枠の範囲で、無税ないし低率関税での輸入を認めるものであ

った。さらに、砂糖と牛肉のプロトコールは、ACP 輸出国が共通農業政策による割高

の EU 域内価格を享受すること可能ならしめた。 
 牛肉の事例：牛肉プロトコールは、年 52100 トンの枠内で関税の 92％の免除とともに、

伝統的な ACP 輸出国に対して EU 域内価格（1999 年では世界価格を 50％上回る水準）

の支払いを認める。 
 効果：こうした特恵制度によって、ACP 諸国の EU への輸出はほとんどが無税でなさ

れた。1997 年の実績でみると、工業製品の輸出（137 億 ECU）はすべて無税であり、

農産物輸出（82 億 ECU）の 80％が無税であった。全体で ACP の EU への輸出の 92％
が無税での輸出となっている。 

 
 ５） 特恵制度の評価 
① EU の通商政策の展開のもとで対 ACP 特恵マージンは縮小傾向 

 世界的な貿易自由化によって EU 関税の水準が低下していく。 
 EU は ACP 以外の諸地域にも特恵制度を拡大する。地中海諸国（モロッコ、チュニジ

ア）や南アフリカとの自由貿易協定の締結、メルコスール諸国（ブラジル、アルゼンチ

ン、パラグアイ、ウルグアイ）、メキシコ、チリーとも交渉中。 
 ACP の対 EU 輸出の 3 分の２（農産物では半分）は特恵マージンが存在しない（ACP
以外からの輸入も無税のため）。特恵マージンが存在する品目についても、2000 年で平

均２％でしかない（工業製品 1.6％、農産物 4.5％）。 
 EU が全世界的に自由貿易協定を拡大する方針を追求する中で、将来、特恵マージンは

ますます縮小すると見通されている。とくに、最も貿易の発展している品目（水産物、

果実・野菜、タバコ、衣類など）で、ほとんど特恵マージンが消滅している。 
 
② ロメ協定は世界貿易における ACP 諸国の地盤低下を阻止できなかった 
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 EU の輸入における ACP のシェアは低下傾向（1976 年 6.7％、1998 年３％）、農産物

貿易でも、ACP のシェアは低下傾向（OECD 諸国の食料輸入におけるサブサハラ諸国

のシェアは、1962-64 年の８％から 1991-93 年の 2.3％に低下）。 
 輸出品目の多角化が進まず、一次産品に集中。産油国を除くと、ACP の輸出の半分近

くが農産物であるが、その多くは需要が停滞し価格も工業製品に比して低下傾向。 
 ACP の輸出は欧州市場に大きく依存（欧州への輸出が 40％以上）。欧州以外では、輸

出競争力を欠く。 
 

３．コトヌー協定に基づく対アフリカ政策の推進（2000 年以降） 

 
 １） コトヌー協定の登場 

 経緯：第４次ロメ協定が 2000 年 2 月 29 日に失効、これに代わる新たな EU・ACP 間

のパートナー・シップ協定が同年 6 月 23 日、コトヌー（ベナン国）で調印された（EU
加盟国 15 カ国、ACP 諸国 77 カ国）。その発効には、EU 加盟国全体および ACP 諸国

の 3 分の２の批准が必要。2003 年４月１日正式発効。 
 背景：従来の非相互主義に基づく特恵制度は限られた成功しかもたらさなかったこと、

また、グローバリゼーションと技術進歩などの新たな国際環境への適応が必要なこと。 
 目的：持続的発展の目的を遵守しつつ、貧困の軽減や ACP 諸国の世界経済への統合を

追求すること。 
 
 ２） 新たな理念 

 政治的側面の重視：政治対話、平和維持・紛争予防解決、人権・民主的原則の尊重、「良

き政府の確保」をめざすこと。 
 参加型アプローチの推進：開発戦略・計画における非政府部門の役割りの重視。 
 貧困軽減のための開発戦略およびプライオリティ： 

 経済開発（民間部門開発、貿易自由化など構造改革、工業・貿易・観光の開発な

どを重視）、 
 社会・人間開発（教育・健康・栄養制度の改革、人口問題を戦略に統合、児童・

青年の権利の保護）、 
 地域的協力・統合（ACP 経済の多角化、ACP 諸国間の人、財貨、サービス、資本、

労働、技術の自由移動の推進、特に後発途上国（LDC）の利益への配慮） 
 経済・貿易面での協力のための新貿易取極めの制定： 

 ロメ協定における非相互主義にもとづく通商特恵を漸進的に廃止。 
 WTO ルールとの適合性を確保。 
 EU の貿易制度は、2005 年までに、LDC 輸出国に無税のアクセス機会を供与。 
 ACP 諸国間の地域統合を考慮して、経済パートナーシップ協定の交渉が行なわれ
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ること。 
 新貿易取極めは遅くとも 2008 年から実施。 

 地域的自由貿易協定の構想 
➢ 今後の経済パートナーシップ協定の交渉では、ACP 内の地域統合機構をベースに

した地域的な自由貿易協定の創出が課題とされている。 

 
 ３） コトヌー協定の貿易条項 
新協定は将来の地域的な「経済パートナーシップ協定」（EPA）の交渉の枠組のみを規定

し、EPA の内容となるべき自由貿易協定の対象地域や産品、自由化のプロセスや政策手段

などは、将来の交渉の中で具体的に定められるものとしている。 
 

①経済パートナーシップ協定（EPA）締結のためのスケジュール 
➢ 2000-2002 年：EPA 交渉の準備 
➢ 2002-2008 年：EPA に関する交渉 
➢ 2004 年：非 LDC 諸国は EPA への参加意思の有無について決定 
➢ 遅くとも 2008 年 1 月 1 日：EPA の発効 
➢ 2008-2020 年：EPA の実施 

②ACP 諸国について差別待遇（LDC と非 LDC との間）の導入 
➢ ACP 諸国にとって、将来の地域的な EPA への参加は義務的ではない。EPA に参

加しない ACP 諸国は、LDC か否かで、異なる待遇を受ける。 
➢ LDC である ACP 諸国への待遇：「武器以外のすべての産品」について EU 市場を

開放。 
➢ LDC でない ACP 諸国：一国またはサブリージョナルなグループとして、EPA に

参加することが期待されるが、最終的に参加しない場合の待遇は正式には将来の

決定に委ねられ、現在未定である。しかし、ACP でない開発途上国と同様の「一

般特恵制度」による待遇のみとなると見られている。 
 
 ４） コトヌー協定にもとづく EPA 交渉の推進 

コトヌー協定に基づく EPA 交渉は、ACP 全体と EU との間で行なわれる第１段階の交渉

が 2002 年 9 月から 2003 年 9 月にかけて行われ、ついで ACP 各地域と EU との間の第 2
段階の交渉が同年 10 月から開始された。 
第１段階交渉の結果と第２段階における課題については昨年度報告書１で検討したので、

本年度の報告は、第２段階交渉の最初の１年間を簡単に振り返り、EPA 交渉の進捗状況を

確認することとしよう。 

                                                  
１ 是永東彦「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―」 
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第２段階交渉の最初の１年間における最大の成果は、77 の ACP 諸国がソマリアを例外と

して、６つの地域集団にグループ化され、各地域における経済統合と EU との EPA 協定の

締結をめざす交渉の軌道がしかれたことにあろう。EPA 交渉を担当する欧州委員会のラミ

ー及びニールソン両委員は、任期満了直前の 2004 年 10 月、「EPA プロセスが ACP におけ

る地域統合に対する促進効果を既に有した」２ことを強調することができた。 
地域別 EPA 交渉は、まず 2003 年 10 月に中央アフリカ、すぐつづいて西アフリカとの間

で開始され、その後 2004 年２月に東南アフリカ、同年４月にカリブ諸国、同年７月に南部

アフリカ開発共同体、そして同年９月に太平洋諸国との間で開始された。各地域集団の参

加国は表１のとおりである。 
 

表１ EPA 交渉における ACP 地域集団 
ACP 地域集団 国名 

西アフリカ（16 カ国） 西アフリカ経済共同体（ECOWA）加盟の 15 ヶ国（ベナン、ブルキナ・

ファソ、コートジヴォワール、ギニア・ビソー、マリ、ニジェール、セネ

ガル、トーゴ、ケープ・ヴェルデ、ガンビア、ガーナ、ギニア、リベリア、

ナイジェリア、シエーラレオーネ）及びモーリタニア 
中央アフリカ（７カ国） 中央アフリカ経済通貨共同体（CEMAC）加盟の６カ国（カメルーン、コ

ンゴ共和国、ガボン、赤道ギニア、中央アフリカ共和国、チャッド）及び

サントメ 
東南アフリカ（16 カ国） ブルンディ、コモロス、ジブチィ、コンゴ民主共和国、エリトリア、エチ

オピア、ケニア、マダガスカル、マラウィ、モーリシャス、ルワンダ、セ

イシェル、スーダン、ウガンダ､ザンビア及びジンバブエ 
南部アフリカ開発共同体 

（７カ国） 
アンゴラ、ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナンビア、スワジランド及

びタンザニア（南アフリカ共和国はオブザーバーとして参加） 
カリブ諸国（15 カ国） アンチガ・バルブダ、バハマ、バルバド、ベリーズ、コモンウエルス・ド

ミニカ、ドミニカ共和国、グレナダ、ギアナ、ハイチ、ジャマイカ、サン・

キッツ・ネーヴィス、サン・ルーシア、サン・ヴァンサン・グルナディン、

スリナマ及びトリニダード・トバゴ 
太平洋諸国（14 カ国） コック・アイランド、ミクロネーシア連邦、フィジー、キリバチ、マーシ

ャル諸島共和国、ナウル、ニウエ、パラウ、パプア・ニューギニア、サモ

ア、ソロモン諸島、トンガ、ツヴァル及びヴァヌアツ 
出所：欧州委員会 

 
 
２00４年末までの地域別の交渉によって、2008 年１月１日からの EPA の発効を目指し

て、EPA 交渉を終了させるための「ロード・マップ」が策定され、合意をみることができ

た。各地域のロードマップは、交渉の組織化、双方の交渉団構成、優先的課題、2008 年初

頭からの EPA 発効にいたる交渉スケジュールを定めている。 
６地域に共通した合意内容としては、次の２点が重要である。 
 技術的に検討すべき最優先の課題の明確化：地域統合の目標と実施計画、並びにそれら

                                                  
２ European Commission, “Information Note to the College from Commissioners Lamy and Nielson on 

Progress in EPA negotiations”,21 October 2004. 
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と EPA との関連性の検討。 
 EU と ACP との合同地域対策本部（RPTF、Regional Preparatory Task Force）の設

置：第１段階交渉の過程で、ACP 諸国・地域が EPA により生み出される利益を最大限

に享受できるようにするために、開発支援施策の推進が必要であるとの共通の認識がみ

られたことにもとづき、EU と ACP との合同地域対策本部（RPTF）を設置し、EU が

支援する開発戦略と経済通商協力との相互関連を強化すること。 
 
以上のように、地域別の EPA 協定交渉は一見軌道に乗ったかに見えるが、各地域内部に

おける経済統合の推進、すなわち共同市場や共通政策の策定に多くの時間を要し、また EU
との間の自由貿易協定を WTO 適合的な形（貿易自由化率 90％が基準）で実現することも

容易ではないだろう。欧州委員会も、EPA が本来の自由貿易地域の条件を充たすには 10-15
年の過渡期間が必要との見方をしている。 
 
４．EU 共通農業政策（CAP）の改革とアフリカ農業 

 
 １） コトヌー協定下における ACP 特恵制度 

コトヌー協定は、上述のように、ロメ協定による片務的な特恵制度を廃止し、ACP にお

いて形成される各地域統合体とEUとの間でWTO適合的な自由貿易地域を創出することを

目指すものである。しかし、このような新貿易制度への移行には多くの困難が伴うことを

考慮して、2007 年末までの期間を過渡期間とし、この間はロメ協定にもとづく特恵制度を

そのまま存続させることとした。 
こうして農業部門では特に重要な砂糖と牛肉の「産品プロトコール」がロメ協定からコ

トヌー協定にひとまず引継がれる措置が取られた（コトヌー協定付属文書 V 及びプロトコ

ール３及び４）。そして、コトヌー協定は、新貿易制度における産品プロトコールの取り扱

いについて、「両当事者（ACP と EU）は、この協定の付属書 V に付された産品プロトコー

ルの重要性を再確認する」と規定するとともに、「新貿易制度のコンテクストにおいて、と

りわけ WTO ルールへの適合性に関連して、それから生ずる利益を維持する観点から産品プ

ロトコールを見直す必要性について同意する」と規定している（コトヌー協定第 36 条第４

項）。すなわち、EU 側は、産品プロトコールが ACP 諸国に与える利益を引き続き存続させ

ることを約束すると共に、WTO ルールへの適合性確保のために見直しをすることを ACP
諸国に認めさせたわけである。 
 
 ２） 産品プロトコールと EU 共通農業政策との関連性 

EU 砂糖市場は、世界価格に比して割高な価格支持制度、課徴金制度と結合した独特の生

産割当制（A.割当と B 割当）、割当外の C 砂糖を含む巧妙な輸出振興策、高い輸入関税と複

雑な関税割当を含む輸入規制などの手段で、世界市場から切り離され管理された市場であ
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り、その保護水準はきわめて高い。1975 年発足のロメ協定は、砂糖プロトコールによって、

ACP 産の砂糖（甘しゃ糖）がこの保護制度の恩恵を受けることができるようにした。砂糖

プロトコールは、EU 側が ACP 産砂糖の一定量を高水準の保証価格で購入し輸入すること

を不特定の期間にわたり約束した。これにより、ACP 産の砂糖は関税を免除され、EU 内

の高い支持価格で支払われる。受益国は発足時には 16 カ国であったが、現在では受益国は

19 カ国である。2003/04 年の割当量は 129 万トン（白糖ベース）、インドへの割当を含めて

130 万トンであるが、その総量は制度発足以来、ほとんど不変である（表２）。そのほかに、

1995 年以降、「砂糖特別特恵」（SPS）による ACP 諸国への割当が概ね 20 万トンある。 
EU 牛肉市場は、割高な価格支持、高水準の輸入関税、輸出補助金などの手段によって世

界市場から切り離され管理された市場であり、その保護水準は高い。このため、砂糖の場

合と同様に、ロメ協定は、ACP 産牛肉について、従価税以外の関税の 92％を免除する特恵

制度を導入した。受益国は、ボツワナ(18916 トン)、ケニヤ(142 トン)、マダガスカル(7579
トン)、スワジランド(3363 トン)、ジンバブエ(9100 トン)及びナンビア(13000 トン)の６カ

国である。 
 

表２ 砂糖プロトコール及び対インド協定による砂糖割当量 
（単位：トン） 

国名 1975 年 2003/2004 年 
ベリーズ 39,400 40,349 
コンゴ 10,000 10,186 
コートジヴォワール - 10,186 
フィージ 163,600 165,348 
ギアナ 157,700 159,410 
ジャマイカ 118,300 118,696 
ケニヤ 5,000 0 
バルバドス 49,300 50,312 
マダガスカル 10,000 10,760 
マラウイ 20,000 20,824 
モーリシャス 487,200 491,031 
ウガンダ 5,000 0 
サン・キッツ・ネーヴィス 14,800 15,591 
スリナム 4,000 0 
スワジランド 116,000 117,845 
タンザニア 10,000 10,186 
トリニダド・トバゴ 69,000 43,751 
ザンビア - 0 
ジンバブエ - 30,225 
インド 25,000 10000 
合計 1,304,300 1,304,700 
出所：欧州委員会 

 
 
 ３） CAP 改革の進展と ACP 農業への影響 
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1992 年以降の CAP 改革は支持価格の引下げとそれを補償する直接支払の増加の形で進

み、品目別には耕種部門から肉用牛と羊･山羊、さらに酪農、地中海産品へと波及し、最後

に砂糖部門の改革が現在進行中である。EU における肉用牛や砂糖の支持価格の引下げは、

EU の関税の引下げを通じて、ACP 諸国農業にとって特恵マージンの縮小をもたらすはず

である。 
 
ア．EU 牛肉政策の改革と影響 

EU の牛肉の支持価格は、1992 年改革で 15％、ついで 1999 年改革で 20％の引下げが決

定されたほか、市場介入方式の変更も BSE 危機のなかでの需要減退による市場価格の低下

を可能ならしめた。こうした価格低下は EU 牛肉生産者にとっては直接支払いによる補償

が伴うが、EU へ牛肉輸出をする ACP 生産者には、かかる補償はないのである。ACP の牛

肉輸出国にとって、EU 市場の魅力は何よりも高価格にあったが、CAP 改革により価格が

低下することにより、EU 市場の魅力が低下してきたといわれる。アフリカ南部の牛肉輸出

国（例えば、ナンビア）は、牛肉価格の低下傾向に対処するため製品差別化を目指し、高

品質牛肉に転換する動きを示しているといわれる。他方、後発途上 ACP 諸国が EU の後発

途上国（LDC）特恵を利用して輸出を目指す動きもあるが、SPS（衛生・植物防疫）国際

基準の適合要件が貿易阻害要因となっており、価格の低下と SPS 基準適合のためのコスト

の上昇に直面して、ACP 諸国から EU への牛肉輸出は停滞せざるを得ない状況にある３。 
 
イ．EU 砂糖政策の改革案と予想される影響４ 
 

2004 年７月の欧州委員会の砂糖政策改革案は、他部門の改革と同様に価格の引下げとそ

れを補償する直接支払の導入を基軸としつつ、生産割当の存続を前提に域内需給の不均衡

の是正を目指すものである。現行の砂糖介入価格（632 ユーロ/ｔ）は世界価格の約３倍で

あるが、その名称を「参考価格」と変更しつつ、これを 33％引下げる（2007/08 年 421 ユ

ーロ/ｔ）。域内ビート最低価格は 37％引下げられる。同改革案は、一方において、砂糖プ

ロトコールによる 130 万トンの ACP 及びインドからの輸入約束を遵守するとしつつ、適用

される保証価格は域内支持価格の引下げを反映して、引き下げられざるを得ないことを示

唆する（粗糖価格で 329 ユーロ/ｔ）。かかる CAP 改革による支持価格の引下げが、ACP 諸

国にとって特恵マージンの縮小を通じて輸出収入の削減をもたらすことは、牛肉の場合と

同様である。 
同改革案は、若干の ACP 諸国における砂糖きび生産がモノカルチャー的性格をもつとと

                                                  
３ CTA Agritrade Beef and Veal,Executive brief,December2003, 
４ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament accomplishing a 
sustainable agricultural model for Europe through the reformed CAP – sugar sector reform, 
COM(2004)499 final,14.7.2004. 
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もに、国民経済及び資源環境保全の面で極めて重要な役割を果たしていることを考慮して、

ACP 諸国における砂糖部門の調整のための支援策に言及していることが注目される。第１

に、コトヌー協定第 36 条第４項に規定する砂糖プロトコールの見直しを、EPA 協定交渉の

中で進め、WTO ルールへの適合性を確保するとともに、2009 年からのすべての後発途上

国からの砂糖自由輸入の国際約束を遵守する必要性を強調する。第２に、ACP 砂糖部門の

競争力強化と多様化への開発援助の必要性が指摘される。こうして、EU と ACP 各地域と

の EPA 交渉において、ACP 農業への CAP 改革の影響に対する EU の支援のあり方が検討

される方向が示唆されている。コトヌー協定の下、EU の対アフリカ政策は ACP 全体レベ

ルから各地域レベルへと、政策推進の局面の移動が進みつつあることが注目される。 
 
 ４） CAP 改革に対する ACP 諸国の立場 

 
ア．WTO 交渉における既存特恵制度の存続のための要求 

ACP 諸国は、WTO 農業交渉において、後発途上国を主な受益者とする既存の特恵制度

の存続を追求している。例えば、2003 年９月の WTO カンクン会議において、市場アクセ

ス交渉に関連して、「アフリカ及び後発途上諸国（AU/ACP/LDC）にとって長い歴史を持つ

貿易特恵制度の決定的な重要性」を強調し、「WTO 加盟国が開発ニーズを考慮した弾力的

な規則と交渉方法を通じて、かかる特恵制度の存続と安定化をもたらすべきこと」、「農業

交渉枠組みに、特恵効果のエロージョンに対処するための補償メカニズムの発展を盛り込

むべきこと」などを主張した５。 
 
イ．EPA 交渉における ACP の要求 

EPA 交渉第１段階における農業分野の合意事項を示す表３は、ACP 側が EU に対して

CAP 改革に関連した諸要求を行ったが、若干の課題について地域次元の EPA 交渉で取り上

げる可能性が示唆された以外に、EU 側からみるべき回答を引き出せない状況を物語ってい

る。ACP 側が提起した「ACP 生産者への公平な収益の確保のための産品別取り決め」や「価

格変動に対する保険メカニズムの制定」は、ロメ協定にみられた措置の復活要求のように

思われるが、EU 側からは無回答であった。CAP 改革が安全性や高品質を追求するととも

に、国際標準としての SPS（衛生・植物防疫）措置が ACP 輸出の障壁となるなかで、短期

的な解決策は容易でないことが明らかにされた。ただ、CAP 改革の結果 ACP 農業が調整や

転換の課題に直面するような場合、EPA 協定交渉で取り上げられるとの方針が EU 側から

示されている。 
表３ EPA 交渉第１段階における農業・漁業分野についての合意事項 

  相違点  
                                                  
５ WTO, ”Consolidated African Union/ACP/LDC Position onAgriculture”, WT/MIN(03)/W/17, 12 

September 2003. 
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問題 合意点 ACP EU 備考 
 
 

農･漁業の重要性 

ACP 諸国の持続的

発展、貧困削減、世

界経済への円滑で

持続的統合のため

に決定的に重要。 

   

 
 

原則 
 

農業分野の交渉は、

ロメ協定の成果に

立脚する。EU は

ACP の提案する持

続性と貿易創造の

原則、さらにセーフ

ガード条項の導入

に合意。 

  EU は、セーフガー

ド条項が農産物貿

易に歪曲的であっ

てはならないよう

留保。 

 
PMDT 

（加工・販売・流通・

輸送） 

ACP 農産物の付加

価値増進のために

決定的に重要。 

ACP 経済の変革の

ために不可欠の役

割。 

ダイナミックな民間

部門があってはじめ

て効果を持つ。その

環境を作り出すのが

EPA 協定である。 

ACP は、ACP 生産

者への公正な収益

の確保のための産

品別取り決めを提

案、また価格変動に

対する保険メカニ

ズムの制定を要求。 
 
 

衛生植物防疫措置

（SPA） 

貿易障壁となって

いるので EPA で取

り組む。国、地域、

ACP 全体のレベル

で対応。EUは、ACP
における SPS 基準

適応のための能力

形成を支援する用

意あり。 

2003 年９月以降は

EU の SPS 措置の適

用停止を要求。ACP
との間でSPS同等性

取り決めの締結を要

求。 

EU は SPS 措置の適

用停止を拒否。また

当面は、同等性取り

決めの締結は困難と

の回答（ACP 諸国は

EU と同等の検査・

評価制度を有しない

ので） 

EU は、国際標準に

沿った歪曲性が最

小の新措置を検討

すること、長期的視

点からは同等性取

り決めの締結を考

慮することは可能

との見解。 

 
 

輸出補助金 

EU は、コトヌー協

定第 54 条（注 1）
により、関心のある

ACP 諸国との間で

輸出払戻しに関す

る取り決めを締結

する可能性に言及。 
CAP 改革の影響は、

EPA 交渉において

取り上げる。 

   

 
原産地ルール 

 
 
 

コトヌー協定の規定

を踏まえて、ACP 全

体レベルで交渉すべ

きである。 

原産地ルールは地域

レベルで交渉すべき

である。 

 

 
漁業 

 

関心のある ACP 地

域との間で地域漁

業取り決め締結の

可能性 

漁 業 に 関 す る

ACP・EU 枠組み協

定の締結を提案 

EU は、枠組み協定

への好意的態度を示

さず。 

枠組み協定につい

ての議論を継続す

ることで、双方が合

意。 

Source: ACP-EC EPA negotiations Joint Report on the all-ACP-EC phase of EPA negotiations. 

ACP-EC/NG/NP/43, Brussels, 2 October 2003 に基づき作成。 

（注 1）コトヌー協定第 54 条は、ACP 諸国の食料安全保障に関する事項を定め、関心国との間の特別取り

決めや輸出払戻金の使用の可能性が言及されている。 
ウ．砂糖政策改革案に対する ACP の主張 

2004 年７月 14 日付け欧州委員会提案について、ACP 側は同日モーリシャスにおいて、
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砂糖輸出国閣僚会議を開催し、対応策を協議するとともに、提案に反対するコミュニケを

発表した６。その後、10 月４－６日には、ACP 砂糖輸出国代表者会議がブリュッセルで開

催され、「委員会提案は ACP 諸国の砂糖産業を破滅に陥れ、深刻な社会経済的影響を与え

る」とのコミュニケを発表した７。 
そこにみられる ACP 側の見解は次のようなものである。 

① CAP 改革を必然にした EU 域内の需給不均衡の形成について、ACP 側には何らの責任

はなく、ACP に犠牲を強いるのは見当違いである。 
② 改革案のうち、価格引下げの幅は余りにも大きく､受け入れられない。また実施期間が

短かすぎ、市場介入の廃止も妥当でない。 
③ 改革提案で、EU 側はコトヌー協定における EU の義務の履行、すなわち、砂糖プロト

コールのもたらす利益の擁護および白糖ベース 130 万トンの砂糖の保証価格での輸入

約束の遵守に言及してはいるが、収益的な価格を伴わないアクセスは無意味である。 
④ 改革が実施される場合、価格引下げによる損失のすべてが補償されるべきである。 

 
こうした ACP の要求に欧州委員会がどのように答えるかは当面明らかではない。2004

年の WTO パネルの報告は、EU 砂糖改革を７月提案よりさらに踏み込んだ形に修正させる

可能性がある。ACP 農業問題はその経済的内実に比してはるかに大きな政治的意義をもつ

ている。CAP 改革のアフリカ農業への悪影響について、EU としては WTO 適合性の故に

貿易面での行動が制約されるだけに、開発援助の面から対処する方向を目指すのではなか

ろうか。 
 

５．結び 
 

ACP の６地域と EU との間に自由貿易地域を成立させるための EPA 協定の交渉は、2005
年から 2007 年末までに行われる。この地域レベルの交渉の過程や帰結は、それぞれの地域

の歴史的、政治経済的な特殊性や経済統合の進捗テンポの差異を反映して、かなり異なっ

た性格をもつことになろう。2004 年末の時点では、すべての地域が一応は交渉のロード・

マップについて合意に達したが、2007 年末に一様に EU との間で EPA 協定を締結できる

かどうかは明らかではない。むしろ、欧州で大きな影響力を有する NGO などが、EPA 交

渉の拙速な推進に批判的な見解を出しており、ACP 諸国自体の EPA 交渉推進の方針も決し

て無条件の賛成ではない。 
とりわけ、注目すべき問題は６つの地域統合体の成立がどのような内的必然性に支えら

れ、強固な推進力を持ちうるかである。EU からの圧力と言う外的要因のみで成立した地域

                                                  
６ Secretariat General ACP,ACP response on EU sugar regime proposal（ACP 事務局ホームページ）. 
７ Presse Release,7 October 2004,ACP（事務局ホームページ） 
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統合体は、EU との EPA 交渉において、対等の交渉能力を持つことは困難である。こうし

た弱体な地域統合体が６地域で生まれた場合、欧州・アフリカ関係はどのようなものとな

るであろうか。それは、多くの NGO が警告する通りに、「欧州によるアフリカの分割・支

配」以外の何物でもないであろう。 
２00４年秋から新欧州委員会の通商担当委員に就任し、EPA 交渉の EU 側責任者となっ

たピーター・マンデルソンは、同年 12 月 1 日、ACP・EU 閣僚会議において、「分割・支

配」という EU 批判に反論しつつ、地域別の EPA 協定にもとづく新貿易体制が成功裏に発

足し得るよう最大限の努力を払う旨を誓った。 
こうした地域ベースのアプローチにますます傾斜していく新貿易制度への展望の中では、

砂糖、牛肉、綿花等々のアフリカの農業貿易問題は、それぞれの地域統合体のコンテクス

トにおいて取り扱われることになろう。広大なアフリカ大陸の農業問題が EU との関連で

地域ごとに異なった取り扱いがなされることは、それ自体としては合理性をもつとしても、

その成功のためには国および地域レベルにおける「良きガヴァナンス」の確立が何よりも

必要であろう。 
（2005 年１月） 


