
１．社会規範の転換過程を取り上げるのは
なぜか

本稿では、日本の開発協力政策を枠づけてきた
言説の移り変わりを跡づけて、〈利他〉と〈利己〉
という社会規範の存立基盤を明らかにする。通時
的な変遷を辿って現在地を捉えなおすことによ
り、「差し迫った国内事情に対する別様の接続形
態」という日本の開発協力政策において看過され
てきた課題を浮かび上がらせる。

⑴ 課題設定

国際協調主義が窮地に追い込まれている――こ
のような危機感が表明されるようになって久し
い。世界を渦巻く「自国第一主義」の濁流を目の
当たりにして、相互不信の負の連鎖が懸念されて
いる状況とでも言えようか。

この世界的な濁流は決して他所事ではない。日
本もまた渦中に位置しているからである。安倍晋
三前首相は「国益を守る、主張する外交」を打ち
出して（第１８３回国会衆議院本会議、２０１３年２
月２８日）、国家安全保障戦略や日本再興戦略、開
発協力大綱といった政策文書を相次いで閣議決定
した。そこでは、国内外に対する多岐にわたる政
策において「国益」の増進を目指す方向性が示さ
れた。

これらの閣議決定のなかでも、大きな波紋を広
げた文書として開発協力大綱（２０１５年２月）が
あげられよう。政府の公式文書では初めて「開発
協力の目的」として「国益の確保」に言及し、従
来の政府開発援助（ODA）大綱（１９９２年閣議決
定、２００３年改定）とは一線を画する文書として

物議を醸した。開発協力政策とは何らかの他者の
ために実施すべきものではないのだろうか、その
ような政策は「国益の確保」と距離を置くべきで
はないのだろうか――このような疑念を噴出させ
る契機となり、開発協力政策と「国益」の関わり
方があらためて問われるようになっている。

もちろん、開発協力政策と言っても「国益」を
度外視することはできない。そのことを前提とし
て、新大綱で言う「国益」とは誰のいかなる利益
を表したものなのか、あえて「国益の確保」を明
記するという言語行為はいかなる意味合いを帯び
るのか、といった論点をめぐって議論が重ねられ
てきた（１）。本学会においても第２９回全国大会で
公開セッション「国際開発は国益とどう向き合う
べきか？」（２０１８年１１月２４日）が設けられ、「企
業益」や「政治家益」に偏らずに「世界益」と「国
益」を両立させるための方途を探ったことは記憶
に新しい（藤谷２０１９；紀谷・山形２０１９）。

では、新大綱に明記された「国益」とは何だっ
たのか。これまでの研究から２つの手がかりが得
られている。ひとつは、新大綱の文言だけを読み
解くのではなく、日本政府によるさまざまな施策
の一環として新大綱を捉えるという視点である。
安全保障（グレーゾーンへの関与）や経済利権（官
民一体の海外市場獲得など）、グローバル課題（内
向き志向）に対する政府の姿勢と絡めて新大綱を
眺めなおすと、領土・領域の保全や地域秩序の維
持、日本企業の利権確保などの「国家益」への偏
りが浮かび上がる（太田２０１９）。

もうひとつは、新大綱に「国益」が明記された
ことを政府や外務省だけの責任に帰さないという
視点である。政策当局の側に立ってみると、「国
益の確保」を掲げることは財政が厳しいなかで
ODA 予算を確保するための窮余の一策であった
可能性も高い。そうだとしたら、「（新大綱への
――大山注）『国益』の明示は、海外での出来事
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や国際貢献そのものへの関心を失い、ODA の支
持を低下させた国民に対する政策当局の１つの回
答ないしは問いかけでもある」と捉えることもで
きるだろう（坂田２０１５、p.２９）。

以上の２つの手がかりを踏まえると、「他者の
ために開発協力政策を実施すべき」という規範は
政策的にも社会的にも周縁に追いやられており、
それが具現化したのが新大綱であったということ
になる。ここで湧き上がるのが、上述の社会規範
はいつ頃からどのようにして周縁化したのかとい
う問いである。逆に言えば、「自らのために開発
協力を実施すべき」という社会規範はいつ頃から
どのようにして前景化したのだろうか。新大綱を
めぐる共時的な連関については検討が進んできた
一方で、日本の開発協力政策を枠づける社会規範
の移り変わりは詳らかにされていない。そこで本
稿では、新大綱に流れ込んだ社会規範の形成過程
を跡づけて過去から現在を照射したい。

⑵ 分析の手法と枠組み

社会規範の転換という曖昧な現象をいかにして
捉えることができようか。本稿では日本の開発協
力政策を枠づけた言説――ある時代に支配的地位
を占めた言葉の体系――に焦点を当て、その推移
を辿ることで社会規範の変遷を読み取るという手
法を採る。先行研究の成果を踏まえつつ、政策関
連文書、国会議事録、各種全国新聞、経済団体等
の機関誌、関連する言論誌、などの資料を見渡し
て、言説を形づくった諸種の契機を視野に入れ
る。そこから、「他者のために開発協力を実施す
べき」という社会規範の周縁化がいかにして生じ
たのかを明らかにする。

また、社会規範の転換を描き出すにあたって、
本稿では〈利他〉と〈利己〉という概念枠組みを
基礎に据える。これらの概念は、上述の言説分析
を通して帰納的に抽出したものであり、通時的な
変遷を浮かび上がらせるための参照軸となる。そ
れぞれに次のように定義しておこう。

〈利他〉：日本国外の他者――相手国社会やグ
ローバルな社会など――のために開発
協力政策を行うべきという社会規範。
その発現形態としては、国際的な「責
任」や「貢献」を果たすための手段と
して開発協力政策を促す言いまわし

や、開発協力政策の「人道」性を強調
する言いまわしなどがある。

〈利己〉：日本国ないし日本国民のためになるよ
うに開発協力政策を行うべきという社
会規範。その発現形態としては、日本
の「国益」のために開発協力政策の「戦
略」的な運用を求める言いまわしや、
受け手の側に日本国ないし日本国民の
「顔が見える」ことを促す言いまわし
などがある。

次節以降で跡づけるのは、日本の開発協力政策
をめぐる社会規範の変遷である。それは〈利他〉
から〈利己〉へと概括される。主に１９７０年代か
ら２０００年代初頭にかけて生じた変化であり、〈利
他〉の醸成（第２節）、〈利他〉の揺らぎ（第３節）、
〈利己〉の前景化（第４節）、という流れを辿る。
ここで浮上した〈利己〉が新大綱を下支えした社
会規範のひとつということになる。終節（第５節）
では、通時的な叙述を踏まえて〈利他〉と〈利己〉
の存立基盤について整理し、開発協力政策をめぐ
る論議で看過されがちであった「差し迫った国内
事情に対する別様の接続形態」という論点を掬い
上げることにしたい。

２．〈利他〉の醸成――１９７０年代を中心に

日本政府が ODA を急速に拡張し始めた１９７０
年代末頃から、日本の開発協力政策は国内外で少
しずつ認知度を高めてゆく。このときに、日本政
府は ODA をいかなる政策として日本社会に根づ
かせたのか。本節では日本政府を軸とした言説を
俎上に載せ、日本の開発協力政策が〈利他〉と絡
み合って日本社会に根を下ろすまでを跡づけよう。

⑴ 差し迫った国内事情からの切断

まずは、日本の開発協力政策の淵源にあたる
１９５０年代にまで遡ろう。元はと言えば、自国の
戦後復興のための切り札として、民間が主体と
なって始められたのが日本の「経済協力」であっ
た（佐藤２０１６、第８章；下村２０２０、第１章）。海
外から原料を輸入して国内で生産し、その製品を
海外市場に輸出する――このような復興に向けた
見取り図のなかで、「経済協力」は原料確保と輸
出拡大のための手段として戦後賠償に先立って構
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想された。賠償の義務として外から枠づけられた
ばかりでなく、日本の産業振興という国内の事情
と絡み合って「経済協力」という活路が見出され
たのが実情であろう。

しかし、１９６０年代頃から日本を取り巻く状況
が一変し始める（佐藤２０１６、第８章）。第１の契
機として、経済協力開発機構（OECD）の開発援
助グループ（DAG）／開発援助委員会（DAC）へ
の日本の加盟があげられる。欧米諸国が行う政府
主導の「援助」を基準として、民間を軸とした日
本の「経済協力」に DAC 加盟国からの非難が集
まるようになる。第２の契機として、日本国内の
エネルギー需給構造の変化があげられる。国産の
石炭から輸入した石油へと主燃料が変わったこと
で、戦前以来の国土資源政策は影を潜め、「経済
協力」は資源獲得戦略の一環となってゆく。

こうした時代の推移のなかで、日本でも「援助」
のプロフェッショナル化が促された（佐藤２０１６、
pp.２２８―２２９）。『国際開発ジャーナル』創刊（６７
年）や JICA 設立（７４年）はその代表的な例で
ある（荒木２０２０）。ただし、「援助」が軸となっ
て人員や資金、知識が集まり始めた一方で、それ
は差し迫った国内事情から切り離された領域とな
りつつあった。日本の内側から沸き起こる「経済
協力」の推進力はかつての勢いを失ってゆき、日
本政府が旗を振る形で ODA が急速に拡張される
ことになる。かくして、開発協力政策を下支えす
る社会規範を日本政府が中心となって醸成する時
代が訪れた。

⑵ 外からの眼差しによる言説編成――「大国」
と「平和国家」

では、日本政府はいかなる論理をもって ODA
の急拡張を進めたのだろうか。このことを理解す
るうえで、日本が「大国」のひとつと見なされ始
めたという時代背景は無視しえない。かつて連合
国（United Nations）と敵対した日本が戦後復興
と高度経済成長を遂げ、１９６８年には西側諸国の
なかでアメリカに次ぐ国民総生産（GNP）に達
したという国際的な位置づけの変化である。これ
を受けて、各国の指導者たちが肥大化した日本の
行く末を注視するようになり、それは日本の指導
者の言動にまで影響を及ぼした。

国際連合（United Nations）２５周年記念会期（７０
年１０月）で計８６か国が一般演説を行うなかで、

時の佐藤栄作首相が行った演説は象徴的なもので
あった（佐藤１９７０）。まず、佐藤首相は「非常な
スピードで成長し量的にも拡大した日本の経済力
を、今後どういう方向に指向させるか」が「世界
の諸国民にとっても、少なからぬ関心事」になっ
ていることに理解を示す。歴史を振り返れば「巨
大な経済力をもつ国はそれに見合った軍事力を保
有するというのが普通の姿」であったものの、日
本は「国力の大きな部分を軍事目的にさく意思は
毛頭ない」と断言している。そのうえで、「経済
成長によって得た余力をもって、世界の平和建設
に貢献する決意」を表明し、「開発途上国との平
和的な経済協力をとくに重視したい」として、７５
年までに援助量を GNP の１％ に引き上げる指針
を打ち出したのである。これらの見解は佐藤首相
の所信表明演説に組み込まれ（第６４回国会衆議
院本会議、１９７０年１１月２５日）、日本国内でも繰
り返されるようになる。

この流れを勢いづけたのが、佐藤が後継者と見
込んだ福田赳夫であった。福田は「平和国家」と
いう国家像を掲げて保革を架橋する足場を築きな
がら、肥大化した経済力をアジアの開発途上国に
も分かつべきと首相就任前から主張していた（福
田１９６８；福田１９７２）。そして、福田が首相の座に
就いた頃には、日本は「先進国からも発展途上国
からも『大国』と見做され」る存在となっており

（西山１９７７、p.４）、外交従事者を中心に「国際社
会の安定的秩序建設のために『大国』としての責
任を果たさねばならない」という見方も強まって
いた（西山１９７７、p.８）。この「平和国家」と「大
国」という２つの主体化の一環として、ODA 倍
増計画（１９７７年）などの指針が福田政権期に打
ち出された。以後、日本政府は OECD の DAC
が監視する ODA という指標に照準を絞って、そ
の数値の急増を通して２つの国家像の具現化に努
めていくことになる（図１）。

⑶ 日本社会におけるODAの脱政治化

ODA が〈利他〉と絡み合って日本社会に根を
下ろすには、ODA の〈利己〉的な一面は影を潜
めなければならなかった。福田政権の後に続いた
大平正芳政権期（１９７８～８０年）に目を向けると、
ODA に対する国内からの眼差しを日本政府が意
識的に方向づけていたことがわかる。

大平政権期には国際的な危機が相次いだ。イラ
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ン革命や第２次石油危機、ソ連のアフガニスタン
侵攻などが勃発し、米ソ関係が緊迫化した時期で
ある。大平首相は激動する世界を目の当たりにし
て、「重大な試練にさらされておる基本的な国際
秩序を維持するために、わが国の国際的地位にふ
さわしい役割りと責任を積極的に果た」すことを
施政方針に盛り込んだ（第９１回国会衆議院本会
議１９８０年１月２５日）。そこでは、「国際問題に対
する受動的な対応から主体的なそれへ脱皮するこ
とが緊要な課題」（同上）とも述べており、「大国」
としての主体化に弾みをつける方針がさらに強
まっていた。ただし、そこで着手された政策には
「平和国家」像と噛み合いにくいものもあり、日
本政府が中心となって情報の取捨選択を行う局面
が生まれたのである。

その一例として、「紛争周辺国」に対する援助
があげられよう。新冷戦と呼ばれる状況下でアメ
リカの要請を受けながら、日本政府は西側陣営の
一員として ODA を用いた対外関与に乗り出し
た。アフガニスタンと国境を接するパキスタン、
イラン革命を受けて経済危機に陥ったトルコ、イ
ンドシナ共産主義諸国と隣接するタイ――これら
の国々に対して「広い意味での安全保障」の観点
から ODA を拡充したのである（外務省１９８１）。
これらの政策はアメリカの世界戦略を助勢する意
味合いが濃厚で、対外的な政治関与を忌避する国
内世論と折り合いの悪いものであった。そうした
なかで、日本政府は新冷戦期の世界戦略という一
面を捨象して、人道問題への対応などを強調する
という「擬装（camouflage）」を施しながら国内
向けの説明を組み立てていた（山口２０１４）。日本
政府は意識的に ODA を介した対外関与の脱政治

化を図っていたのである。
かくして、日本政府の言いまわしが軸となって

〈利他〉が醸成されてゆく。上記の援助も含めて
ODA が年々増額するなかで、日本政府は７０年
代末頃から国民に対する理由づけを意識的に行う
ようになった（菊池１９７８；外務省経済協力局経
済協力研究会編１９８１など）。そこでは、人道問題
を解決することの重要性を説いたうえで、「大国」
かつ「平和国家」として国際秩序の維持に貢献す
べきことなどにも言及するという論法が見受けら
れる。ODA の拡張を決定づけた政治的な意味合
いや、援助を通して日本側が得たことなどは後景
に押しやられ、ODA は日本国外の他者――相手
国社会や国際社会一般など――のために行われる
政策として位置づけられたのである。

３．〈利他〉の揺らぎ――１９８０年代から９０
年代初頭を中心に

１９８０年代から９０年代初頭にかけて、日本は自
他ともに認める援助大国と化した。表向きには
ODA が〈利他〉と絡み合って国内の認知度を高
めた時期である一方、水面下で〈利己〉の醸成が
始まった時期でもあった。本節では政界と経済界
を軸とした言説を俎上に載せ、日本の開発協力政
策をめぐる〈利他〉の揺らぎに迫ろう。

⑴ 〈利他〉の浸透と派生

１９８０年代に入ると、「大国」としての主体化は
勢いづいた。財政再建に着手した鈴木善幸政権で
あっても、ODA と防衛費については増額を黙認

図１ 日本のODA予算の変遷 １９９７～２００５年度
（出所）『ODA 白書』各年度版より筆者作成。
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していた（臨調・行革審 OB 会１９８７、p.１４２；大
嶽１９９４、p.８４）。次の中曽根康弘政権になると、
「身銭を切って自ら汗を流さなければならない時
代になった」という認識のもと、「財政は苦しく
ても……大国としての自覚と責任に目覚めること
が必要」と首相が ODA の拡張を積極的に促すよ
うになる（月刊自由民主編集部１９８３、p.４１）。同
政権期に「世界の中の日本」から「世界に貢献す
る日本」へと意識改革が進められ（第１０７回国会
衆議院本会議１９８６年９月１２日）、後続の竹板政
権期には各省庁が概算要求で「対外配慮」や「国
際貢献」を掲げるようになった（日本経済新聞
１９８８年８月６日）。諸外国との経済摩擦が激化し
て対日批判が強まるなかで、日本では〈利他〉と
絡めて ODA の増額が進められたのである。そし
て、１９８９年には日本が世界最大の ODA 供出国
という地位を占めるに至った（２）。

この盛り上がりを受けて、日本国内では ODA
に対する社会的な関心が高まりつつあった。８０
年代後半には日本の ODA を特集する定期刊行物
が増え（日本国際問題研究所１９８７；毎日新聞出
版１９８８；日本平和学会１９８８など）、ODA が引き
起こした負の側面を批判したり（鷲見１９８９；村
井・ODA 調査研究会１９８９；佐藤２０２１、第６章）、
反対に ODA をより政治的かつ戦略的に活用する
ことを促したりと（花井１９９０）、日本政府が示す
〈利他〉の死角に踏み込んだ議論が表れた。９０年
２月に設立された国際開発学会は、「経済大国日
本の国際責務の増大」を踏まえて「我が国民の開
発問題に対する理解を深め、開発協力について一
層の支援を得んがために、開発教育活動を拡充す
ること」を打ち出していた（国際開発学会１９９０）。
いずれの動きをとっても、政府が形成した〈利他〉
の枠組みが社会に浸透し、そこから派生的に広
がった動きと見ることができよう。

⑵ 外からの眼差しによる揺らぎ――湾岸危機・
戦争をめぐって

〈利他〉と絡み合った対外政策観が日本社会に
広まるなかで、政府が対応に苦慮したのが湾岸危
機・戦争であった。９０年８月にイラクが隣国ク
ウェートに侵攻したことを受け、欧米諸国は国連
安全保障理事会の決議を採りながら対イラク制裁
措置に乗り出した。日本政府も経済制裁の段階で
は「異例の迅速さ」で制裁に踏み切っていた（北

岡１９９１、p.３）。しかし、話題が軍事制裁に移っ
た頃から日本政府の対応が遅れ始める。最終的に
は、多国籍軍に１０億ドル、紛争周辺国に３０億ド
ル、そして多国籍軍に追加９０億ドルという多額
の資金援助を行ったものの、資金だけの時宜を得
ない対応でアメリカの対日批判に油を注ぐ結果と
なった。こうした従来の枠組みでは対処しえない
突発的な危機を前にして、開発協力政策にまで影
響が及ぶような言説の揺らぎが日本国内で生じて
いた。

ひとつは、「顔の／がない日本」という言いまわし
の流布である。日本は「国家理念／国家目標」が曖昧
であり、諸外国から「顔のない日本」と揶揄され
ているという見方が生まれた（第１１９回国会衆議
院国際連合平和協力に関する特別委員会１９９０年
１０月２６日：自民党・杉浦正健）。多額の 「国費」
を投じた ODA ですらも「理念がない」と批判さ
れているのが「現実」とされた（同上）。公明党
からも「世界の平和と安定にどう積極的にかか
わっていくのか」を打ち出すべきと唱えられ、「平
和憲法」のもとで貫いてきた「顔のない外交姿勢」
は国際的に認められないと表明されるに至った

（第１２０回国会衆議院本会議１９９１年１月２８日：
石田幸四郎・公明党）。湾岸戦争が停戦に近づく
と、日本政府の対応を批判的に検討した論説が各
新聞で増えてきて、そこでも日本の「顔の／が見
えない」ことは克服すべき課題として論じられた

（読売新聞１９９１年３月１日；日本経済新聞１９９１
年３月２日；毎日新聞１９９１年３月５日など）。

もうひとつは、「国際貢献／一国平和主義」とい
う言いまわしの流布である。湾岸危機を受けて日
本の「人的貢献」を法制化すべく、９０年１０月に
国連平和協力法案が国会に提出された。政府は資
金援助に加えて「汗をかく」必要性を強調したも
のの（第１１９回国会参議院予算委員会１９９０年１０
月２２日：海部俊樹首相）、自衛隊の扱いをめぐっ
て議論が紛糾して同法案は１１月に廃案となった。
しかしながら、拱手傍観すればアメリカなどの批
判に晒されるという危機感は強まっており、その
感覚を汲み取るように広まったのが「国際貢献／
一国平和主義」という言いまわしであった（図２）。
日本の対外関与を「国際貢献」と見做す枠づけ方
が浸透するにつれ、自衛隊を中心とした紛争後の
復興支援（掃海活動や国連平和維持活動への参加
など）や民間人による国際ボランティア活動が活
発になり、日本の開発協力政策を形づくる主体や
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領域が拡張されることになった（大山２０１５；大
山２０１７）。

これらの時流が交わるなかで、ODA 大綱の閣
議決定（９２年６月）に連なる動きが本格化した。
自民党内では湾岸戦争時から「ODA をもっと外
交の切り札として活用すべきだ」と声が上がり始
め（日本経済新聞１９９１年２月２７日）、党内の対
外経済協力特別委員会や党シンクタンクの総合政
策研究所で議論を深めた。同シンクタンクがまと
めた提言を見ると、「軍事面で出る幕がない日本
は経済援助を対外政策の主な手段」として、発展
途上国を助けるという「慈善事業の哲学」から脱
却すべきと論じられている（日本経済新聞１９９１
年３月１５日夕刊）。総理府に設置された臨時行政
改革推進審議会（第３次行革審）「世界の中の日
本」部会でも、同様の共通見解が生まれていた（日
本経済新聞１９９１年２月２８日）。以上の流れを汲
んで、海部俊樹首相は ODA 大綱の基礎を成す
「ODA４指針」を打ち出したのであった（第１２０
回国会参議院予算委員会１９９１年４月１０日）。

⑶ 国内事情を軸とした揺らぎ――日本企業の輸
出不振をめぐって

これまでのところ、９０年代初頭までは 「大国」
像が主軸となって、開発協力政策をめぐる言説が
形成されたように見える。しかし、政府や国会を
中心とした言動から離れて経済界に目を移すと、
社会的に前景化していた〈利他〉とは異なる様相
が浮かび上がる。

経済団体連合会（以下、経団連）は、日本の「経
済協力」に早くから関心を寄せてきた数少ない組

織のひとつである。１９５０年代から「経済協力」
の動向を『経団連月報』などで論じており、７０
年代末には ODA の拡張を支える日本の行政体制
について見解を練り上げていた（経済団体連合会
１９７９）。８３年には経団連経済協力委員会の下に政
策委員会を設置し、ODA を所管する省庁などと
意見交換を活発化させている。

日本政府が ODA の急拡張を進めるなかで、時
の柳健一外務省経済協力局長が経団連の機関誌に
稿を寄せ、日本の財政が「苦しい中で、なぜ開発
途上国に対する援助をさらに増やさねばならない
か」を論じていた（柳１９８３、p.８５）。曰く、「資
源に乏しく海外依存度の高い経済構造を抱えるわ
が国が、平和主義に徹して、国際社会の中でわが
国民の安全と繁栄を維持、伸長してゆくための最
も重要な手段の一つが援助」であり、「わが国の
長期的国益にまさに合致する」政策であった（同
上）。結論部分でも ODA の拡充が「長期的国益
推進」に適うことを強調し、「国民の理解と支援」
を求めていた（柳１９８３、p.８７）。「国際的な責任
の分担」についても副次的に言及されてはいたも
のの、当時の日本政府が発していた〈利他〉の言
いまわしとは全体的に異なる色彩を帯びた文章で
あった。

このような違いが生まれたのはなぜだろうか。
当時の経団連では、８２年度から低迷し始めた発
展途上国向けのプラント輸出が危惧されていた。
プラント輸出の振興政策と経済協力は５０年代よ
り絡み合って発展を遂げてきたものの（湯２０１０；
湯２０１１）、８０年代に入って亀裂が生じたという事
情があった。日本の輸出保険制度では債務返済繰
り延べ国向けの保証を引き受けていなかったた

図２ 「国際貢献」の使用数 １９８６年～２００５年
（出所）大山（２０１５）をもとに、国会議事録（国会議事録検索システム）、朝日新聞（聞蔵Ⅱビジュアル）、日

本経済新聞（日経テレコン）、読売新聞（ヨミダス歴史館）より筆者作成（１か月単位で計量）。
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め、発展途上国の累積債務問題が深刻化したとき
に輸出産業が保護を失うことになったのである

（日経産業新聞１９８４年２月１０日）。経団連事務局
が８４年に行ったアンケート調査を見ると、「戦略
的経済援助の必要性」が高い支持を集めており、
行き過ぎた「アンタイド化」を難じる意見も「圧
倒的」であった（経団連事務局１９８４、p.８６,８８）。
「援助の財源は税金であるから、国益、本邦企業
の利益を優先させねば国民の理解を得られぬ、対
外配慮のみ優先するな」との回答も載せられてい
た。柳局長が経団連で援助を説明するうえで「擬
装」を要さなかった背景である。

その後も、経団連は提言をまとめて政府への働
きかけを強めてゆく。そこでは「アンタイド化偏
重の是正」を訴えながら、「資金の出し手と機材
の納入先が違う場合に、相手国が援助国を正しく
評価してくれるか疑問であり、わが国納税者の立
場からしても本邦企業の参加確保をはかることに
異議はないのではないか」と論じている（桜井
１９８５、p.３３）。「ODA が、国民・企業の税金や貯
金によって賄われている」ことを思えば、「折角
の援助が他の先進国、援助受け入れ国から『顔の
ない援助である』といわれることのないようにし
なければならない」という主張である（春名１９９０、
p.２２）。身銭を削ってでも「貢献」せよと政府が
〈利他〉を押し出していた一方で、経団連では８０
年代に「国益」や「戦略」、「顔のない」といった
言いまわしが生み出されていたのである。

３．〈利己〉の前景化――１９９０年代半ばか
ら２０００年代初頭を中心に

１９９０年代半ば頃から〈利己〉が前景化するよ
うになり、後の開発協力大綱を枠づける規範が形
を成すことになる。日本の開発協力政策をめぐっ
て〈利己〉はどのようにして前景化し、政策の次
元ではいかなる変化が生じていたのだろうか。本
節では〈利己〉という開発協力大綱に連なる規範
が主流化する過程を跡づけよう。

⑴ ODAに吹き荒ぶ逆風

バブル経済の崩壊は、日本社会に大きな影響を
及ぼした。９４年には民社党の機関誌 『かくしん』
に「『経済大国』意識から脱皮せよ」という論考
が載り、「自惚れてはいけない」「経済大国の夢を
追う時代は過ぎた」と論じられた（矢島１９９４）。
このような意識は急速に広まってゆき、９０年代
半ば頃には「日本国内の貢献論議に今、ひところ
の熱気は感じられない」状況となっていた（朝日
新聞１９９６年１２月２２日）。「『貢献』という言葉の
響き」が倦厭されるようになり、「税金を納める
国民としても、つい『我々のカネが』となってし
まう」というのである（同上）。「責任ではなく、
『それが日本の得になるのだ』と、もっと肩の力
を抜いて考え」るべきとされ、「国益」を軸に据
えるという「発想の転換」が不可欠と考えられる
に至っていた（同上）。

このような意識転換は ODA に対する眼差しを
も揺るがした。それまでは財政再建下でも聖域化

図３ 「国益」の使用数 １９６１～２００５年
（出所）大山（２０１８）において、国会議事録（国会議事録検索システム）より筆者作成（１か月単位で計量）。
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されてきた ODA 予算に対して、９４年に発表さ
れた財政制度審議会の報告では「従来のような高
い伸びを期待することは現実的でな」いと踏み込
んでいる（財政制度審議会１９９５）。「財政状況の
異例な厳しさ」を踏まえて、「量的拡大よりも、
内容の重点化、効率化や執行面の一層の効率化を
図ることに主眼を置くべき」と考えられるように
なったのである（同上）。９５年に阪神淡路大震災
に見舞われると、ODA を減額して復興財源に充
てるべきという見解も説得的に聞こえるようにな
る（朝日新聞１９９５年２月１４日夕刊：野中広務自
治相）。図２にも表れていたように、日本社会に
おいて「明らかに国際貢献や援助は『旬のテーマ』
ではなくなった」（下村１９９７）のである。

⑵ 差し迫った国内事情との再接続――ODA予
算の削減をめぐって

ODA の削減が本格化したのは９７年の予算作
成時であった。時の橋本龍太郎首相が ODA の全
面的見直しを指示したことを契機とする。これを
受けて、ODA を所管する経済企画庁、通商産業
省、外務省はそれぞれに有識者懇談会を組織し、
ODA 改革についての提言を取りまとめた。民間
からも、経団連や日本貿易会、日本プラント協会
といった ODA に利害関心を有する経済団体が
各々の見解を打ち出した。これらの提言の中核に
据えられたのが「国益／国民の利益」という概念
である（３）（経済企画庁経済協力政策研究会１９９７；
産業構造審議会経済協力部会１９９７；２１世紀に向
けての ODA 改革懇談会１９９８；経済団体連合会
１９９７；日本貿易会１９９７）。通商産業省や経済団体
の提言は「納税者（Taxpayer）である国民の利
益の観点」（産業構造審議会経済協力部会１９９７、
p.２５）を重んじており、８０年代以来の経団連の
議論と似通った言いまわしで構成されていた。

他方で、経済企画庁と外務省の提言には「開か
れた国益」という新たな概念が見られる（４）。国際
社会全体の安寧に向けた政策こそが、日本の長期
的な「国益」に繋がることを示した概念である。
外務省の提言では、ODA を「国際社会で日本と
いう国と国民を映し出す鏡」として、「ODA の
将来像を考える作業は、自ずから、これからの国
際社会で日本がどのような国家・国民として生き
ていくべきかを考えることに結びつく」と論じて
いる（２１世紀に向けての ODA 改革懇談会１９９８）。

外務省の懇談会で座長を務めた河合三良（国際開
発センター会長）の述懐を踏まえると、「国益が
無視されるのでは日本国内に通らないけれども、
国益を中心として ODA をやっているんだという
ことでは、世界には通らない」（河合１９９７、p.５１）
という苦境のなかで練り上げられた概念と考えら
れよう。経済企画庁の提言でも、日本は「非軍事
的なシビリアン・パワー」として ODA を「格別
に重視」すべきと述べている（経済企画庁経済協
力政策研究会１９９７、pp.３０６―３０７）。

また、これらの提言では「顔の見える援助」と
いう概念も強調されていた（国際開発ジャーナル
編集部１９９７；経済企画庁経済協力政策研究会
１９９７；産業構造審議会経済協力部会１９９７；日本
プラント協会１９９７）。円借款の再タイド化を促す
ための論理として、経済界や通商産業省などで
「日本の技術を使った顔の見える援助」が好んで
謳われる傾向にあった（日本経済新聞１９９７年６
月２１日）。とは言っても、被援助地域の人々と良
好な関係を築くためにも、国際ボランティアを促
すためにも、「顔の見える援助」の重要性が説か
れていた。産業構造審議会の経済協力部会で委員
を務めた高坂章（大阪大学教授）が述べたように、
「『日本人の顔が見える援助を』という考え方に
は誰もが同意する」が、「その意味するところと
なると思惑が少しずつ違い、時には相反する場合
もある」という状況であった（高坂１９９７、p.６１）。

かくして、「国益」や「顔の見える援助」といっ
た言いまわしは政策論議にまで根を下ろした。援
助者の「顔」を見せることを日本側に資するとし
た言論の多さからも、「顔の見える援助」は「国
益」という言いまわしと表裏一体を成していたと
言えるだろう（５）。これらの言いまわしは、新聞な
どのメディアを介して社会意識を枠づけてゆくこ
とになる。経済的な停滞感が職種を超えて広がる
なかで、９０年代後半にはすでに〈利己〉が前景
化していたのである。

⑶ 安全保障化する北東アジア情勢――外交戦略
の一環としてのODA

〈利己〉の前景化は、北東アジア情勢の緊迫化
によっても後押しされた。その前線となったのが
中国に対する ODA である。大平政権が中国への
円借款を始めた７９年以来の傾向を振り返ると、
日本政府は自らの政治的関心を覆い隠しなが

大山貴稔：〈利他〉から〈利己〉へ40



ら（６）、中国の経済発展や地域秩序の安定を支える
ことを強調してきた（高嶺２０１６、pp.８８―９３）。し
かし、９０年代半ば頃からの日本の動向に目を向
けると、〈利己〉の前景化と併せて ODA の凍結
という外交圧力を好む傾向が強まってゆく。この
転換はいかにして生じたのだろうか。

最初の契機は、９５年の５月と８月に中国で行
われた核実験である。これを受けて、８月２９日
に日本政府は対中無償資金協力の凍結へと踏み
切った。天安門事件時（８９年）の対中 ODA 凍
結とは違って日本政府が独自に始めた制裁であ
り、欧米諸国と歩調を合わせた判断ではなかっ
た（７）。かかる判断の背景としては、中国の核実験
後に日本国内で感情的な反発が噴出したことが大
きかった。「核実験を続ける国に多額の政府の途
上国援助（ODA）を無条件に供与するのは、釈
然としない」（朝日新聞１９９５年５月１７日）と違
和感が募り始めただけでなく、戦後５０年という
節目でもあって各地で抗議運動が相次いでいた

（朝日新聞１９９５年８月１８日など）。こうした世論
に後押しされ、連立与党の自民党・社会党・新党
さきがけをはじめとして、日本政府に対中 ODA
の凍結を訴えかける動きが強まった。「核実験を
行うことに対しての抑止力」になることが期待さ
れたのである（第１３２回国会衆議院外務委員会
１９９５年５月２６日：安倍晋三の発言）。

とは言っても、ここで凍結されたのは対中
ODA の５％ ほどに過ぎない無償資金協力だけで
あり、９０％ 超を占めた円借款の凍結は見送られ
ている。政党側からの凍結要請に対して、外務省
側では「経済協力を削っても、中国が実験をやめ
ることはあり得ず、日中関係に悪影響を与えるだ
け」と見ていたからである（朝日新聞１９９５年５
月２３日）。異なる見解を有する与党と政府の折衝
を経たことで、日中関係に修復しがたい悪影響を
及ぼさないように留意しつつ、国内世論にも配慮
した「表現的行為」が採られたということになろ
う（徐２００４、pp.２２０―２３８；徐２０１１、pp.１９３―２１４）。
８０年代には ODA の背景を成す政治的関心は覆
い隠されていたものの、ここでは国内向けに政治
的な運用を演出するという転換が生じていたので
ある。

中国の軍事行動はその後も続き、それはさらな
る転換の契機となった（高嶺２０１６、pp.１３３―１３６,
１９８―２０２）。日本政府は、台湾海峡ミサイル発射実
験時（１９９６年３月）に第４次円借款（１９９６～２０００

年）の公式協議を延期し、中国人民解放海軍艦船
の日本列島周航時（２０００年５月）に特別円借款
を凍結した。９５年の核実験時には「最後の切り
札」と言われた円借款凍結に手をつけて（日本経
済新聞１９９５年８月１８日）、中国政府に実質的な
圧力をかけるようになったのである。特に２０００
年の挑発的な海軍活動をめぐっては、世論に敏感
な自民党議員たちが外務省の悠長な対応に落胆
し、対中 ODA 政策決定の主導権を握り始めたと
いう変化も生じていた。自民党の外交姿勢が変化
した背景には、河野太郎や麻生太郎、安倍晋三と
いった新世代の「外交族議員」が台頭し、野中広
務や林義郎、加藤紘一といった対中関係を重んじ
た年長者の影響力低下を見て取れよう。

以上の対中 ODA をめぐる変化とあわせて、
ODA を「国際社会での日本の存在感を高めるた
め」の外交「戦略」（朝日新聞１９９９年３月１４日：
自民党提言「２１世紀に向けた戦略的な経済協力
の実現を」）と位置づける言論が公的地位を占め
始めた（政策構想フォーラム２００１など）。小泉純
一郎政権期に設置された対外関係タスクフォース
の文書では、「国益を踏まえた ODA の基本政策
を策定」することを「不可欠」として、「ODA
は単なる『人助け』ではない。わが国にとって安
定した国際環境を確保するためにとり得る最も重
要な政策手段である。」と断じている（対外関係
タスクフォース２００２）。このような見方は ODA
を枠づけただけではない。小渕恵三政権期の有識
者懇談会「２１世紀日本の構想」では「開かれた
国益（enlightened self-interest）」概念を軸として、
日本外交一般を枠づける見方が示された。そこで
抱かれていたのは次のような問題意識であった。

日本国民が９０年代の危機［「湾岸危機にはじ
まり、北朝鮮核・ミサイル危機、沖縄の基地
をめぐる危機、台湾海峡ミサイル危機などあ
いつぐ国際危機」――大山注］を通して、安
全保障上の懸念を強め、それを動機に国際問
題への積極姿勢を強めたかといえばそうでも
ない。圧倒的な国民的関心は長期化する経済
不況であり、それに起因する喪失感は深く、
外に打って出るよりも、国内の身の回りを建
て直すことが先決であるとの気分が支配的で
あった。（２１世紀日本の構想懇談会第１分科
会２０００、p.１０８）
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「圧倒的な国民的関心は長期化する経済不況」
に向いていたからこそ、対外政策について語ると
きは日本に資することを強調したり、国家安全保
障上の脅威を強調したりする言いまわしが主流化
していた。開発協力政策をめぐる言説もまた、そ
の磁界のなかで再編成されたのである。「（新大綱
への――大山注）『国益』の明示は、海外での出
来事や国際貢献そのものへの関心を失い、ODA
の支持を低下させた国民に対する政策当局の１つ
の回答ないしは問いかけでもある」（坂田２０１５、
p.２９）と指摘された現況は、すでに９０年代末頃
から顕在化し始めており、それは〈利他〉から〈利
己〉へと括りうる言葉の束の移り変わりとして捉
えられるものであった。

５．社会規範の転換過程から何が明らかに
なったのか

⑴ 〈利他〉と〈利己〉の存立基盤

本稿では、開発協力大綱の閣議決定後に繰り広
げられた議論を踏まえて、「他者のために開発協
力政策を実施すべき」という〈利他〉の周縁化を
跡づけてきた。そこで浮かび上がったこととし
て、まずは〈利他〉と〈利己〉の存立基盤につい
て整理しよう。
〈利他〉は１９７０年代から９０年代初頭にかけて

広まった社会規範である。戦後復興の切り札とさ
れた民間主導の「経済協力」が影を潜め、「経済
大国／平和国家」として政府主導の「援助」が比
重を増していく過程で醸成された。日本政府が国
外からの眼差しを意識しながら編成した言説――
国際的な「責任」や「貢献」など――が大枠を成
し、開発協力政策の〈利己〉的な一面は意識的に
覆い隠されたことが特徴であろう。ここで生み出
された社会規範を足場として、日本政府は開発協
力政策を急速に拡張させた。ODA という指標を
用いて「経済大国／平和国家」の具現化を試みた
だけでなく、自衛隊の海外派遣や国際ボランティ
アの活性化にも道を拓くことになった。国際事情
との関わりにおいて〈利他〉が生み出された一方
で、「国内事情との連続性の喪失による内在的な
推進力の減退」（佐藤２０１６、p.２２９）が進んだこ
とも忘れてはならない。

他方で、〈利己〉は９０年代半ば頃から広まり始
めた社会規範である。その背景に目を向けると、

３つの不安に方向づけられていたことがわかる。
まず、経済的な不安があげられよう。輸出不振に
陥った日本企業がタイド型援助を求めたり、職種
を超えた経済停滞で〈利他〉が空虚に響き始めた
り、財政状況の悪化で ODA の減額圧力が強まっ
たりするなかで、自らに資することが開発協力政
策の正当性とされたのである。続いて、国家とい
う存在をめぐる不安もあげられるだろう。ODA
の増額だけではアメリカ政府からの承認が得られ
なくなったときに、日本政府が「戦略」を定めて
「顔」を見せることに期待が寄せられた。そして、
国家安全保障上の不安も追い風となった。中国の
軍事行動などで北東アジア情勢が緊迫化するなか
で、ODA の凍結が外交圧力をかける手段として
支持を集めたのである。かくして〈利己〉が日本
の対外政策を枠づけるようになり、開発協力大綱
にまで流れ込むことになる潮流が生み出された。

⑵ 国内事情との別様の接続形態

このようにして社会規範の中長期的な変遷を視
野に入れると、〈利己〉が前景化する過程で開発
協力政策と国内事情の結びつきが再強化されたこ
とが見えてきた。ただし、それは外需を開拓して
日本製品の輸出に繋げることに偏った接続形態で
あって、日本国内で表面化している課題のごく一
部としか接続されていないことも確かであろう。
だとしたら、「開発協力政策を日本国内の状況と
連関させる別様の接続形態はないのだろうか」と
いう問いが浮かんでくる。開発協力大綱が広げた
波紋を見渡してみても、この点に踏み込んだ議論
は見当たらない。

国内事情の一例として、日本の人口問題を軸と
して考えてみよう。１９５０年代にまで遡ると、日
本の開発協力政策には国内の人口問題との密接な
連関を見て取れる。引揚者の流入や出生率の増加
といった国内の人口圧力に促されて、技術協力と
移住を連動させた海外移住事業団の取り組みが生
み出された（崔２０１１）。経済成長が本格化した頃
から移住者送出数は減り始め、JICA 発足時には
移住事業は周縁化していたものの、日本製品の輸
出以外でも国内事情と結びつきうることを示して
いる例であろう。

他方で、２０２１年現在の国内事情に目を向けて
みよう。日本では人口減少による労働力不足が差
し迫った課題として浮かび上がり、日本政府は
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「国際貢献」の一環として構築された技能実習制
度などの枠組みを押し広げながら、「移民」とは
異なる「外国人材」の受け入れを拡大している。
しかし、来日した人々は少なからず不安定な生活
を強いられており、制度上の歪みが顕在化してい
るのが現況である。その歪みを生み出している構
造に向き合いながら、日本社会の将来像と連動さ
せる形で開発協力政策を枠づける方途なども検討
に値するのではなかろうか（８）。

国際開発学会が設立されたのは、援助のプロ
フェッショナル化が進んで〈利他〉が社会的に浸
透した時代であった。ローマを拠点とする国際開
発協会 （Society for International Development）
を念頭に置いて国際開発学会（Japan Society for
International Development）と名づけられた経
緯が象徴しているように（廣野２０１０）、国内／国
際の峻別を前提として援助に紐づけられた知見が
蓄積される傾向があったと言えるだろう。そこで
手薄になった国内事情との別様の接続形態につい
ては、稿を改めて検討することにしたい。

付記
本稿は、拙稿「戦後日本における ODA 言説の

転換過程―利己主義的な見地は如何にして前景化
してきたか」（『「日本の開発協力の歴史」バック
グラウンドペーパー』、第８巻、２０１９年、１―２４頁）
をもとに加除修正したものである。また、本研究
は日本学術振興会（JSPS）科研費 JP１８K１２７２６の
助成を受けたものである。

注記
⑴ 開発協力大綱の閣議決定前後に多岐にわたる議

論が繰り広げられた。その大部分の論点は、同
大綱をめぐるパブリックコメントや公聴会、国
会論議で示されたものである。これらの場でな
された議論については、 和喜多氏の論考（２０１５a、
２０１５b）で整理されている。

⑵ 〈利他〉の言いまわしが広まった日本国内では、
ODA の急増について違和感なく受け止められて
いた。しかし、「外国の観察者」にとっては「援
助専門家でさえ、日本の政府開発援助（ODA）
がすべての外交政策手段のなかで、なぜいちや
く国際的な注目をあつめることになったのか、
理解しがたい」ような変化であったという（ヤ
ストモ１９８９、p.３８）。

⑶ 「国益（national interest）」は国際政治学の基礎

的な概念とされており、開発協力政策とは異な
る文脈でも用いられてきた言葉である。“na-
tional interest”ないし「国益」という言葉の来
歴については、別の拙稿（大山２０１８；大山２０２１）
で整理を試みた。

⑷ ３省庁が設置した全懇談会に参加した五百旗頭真
（神戸大学教授）は、「たまたまそのいずれにも
参加したが、不況のどん底にあるにもかかわら
ず日本の ODA がアンタイド（ひもなし）化によっ
て日本企業に機会を提供する装置でなくなった
ことへの、民間の批判もしくは憤りには切実な
ものがあることを知った」と述べ、「『国益に資
する ODA』が論じられる際にも、そこではすこ
ぶる直接的、実利的な含意をもって語られる」
ことに違和感を抱いた様子を書き残している（五
百旗頭２００３、p.３）。このような狭隘な「国益」
論の流布に対峙して、日本の国家戦略としても
耐えうる視座を提示するために盛り込まれたの
が「開かれた国益」という概念であったという

（五百旗頭真氏インタビュー２０１７年６月９日）。
⑸ 外務省は１９９５年に ODA ロゴマークを作ってい

た。そこでは、供与物にロゴマークを貼付する
ことで「被援助国における日本のヴィジビリ
ティーを高め」、その様子が「写真等によって
フィードバックされることにより、日本国民の
間にも援助が役立っているとの認識を植え付け
ることができる」という意図があったようであ
る（外務省経済協力局政策課 １９９５）。「顔の見え
る援助」と「国益」という言いまわしの密な連
関を示す一例であろう。

⑹ ソ連と対峙している中国の軍事努力を支援した
り、改革派指導者たち（鄧小平や胡錦涛など）を
支えて中国経済の対外開放を進めたりすること
が政策目的とされていた（高嶺２０１６、pp.８８―９３）

⑺ 天安門事件時にも日本政府は対中 ODA を凍結し
て外交圧力をかけたものの、欧米諸国に同調し
た決断であり、中国が「孤立化」するのを避け
るべきと他国に先駆けて制裁を解除していた（徐
２００４、pp.１７３―２１８）。

⑻ 別の角度からの例として、北九州市が中心と
なって行ったカンボジアの水道改革（プノンペ
ンの軌跡）があげられる。当時、北九州市内で
は新たな水源開発などが行われておらず、水道
事業に関する若手育成の機会が少ない状況に
あった。北九州市では将来的に技能を有する人
が不足するのではないかという危惧も生まれて
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いたようである。そうしたなかで、北九州市で
はプノンペンとの関わりを若手育成の機会とし
ても捉えており、それが北九州市とプノンペン
の長期にわたる関係構築に繋がったという一面
もあろう（鈴木・桑島２０１５、p.１０１）。
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Abstract

From Altruism to Self-interest:
The Effect of Social Norm Change Process on Reorientation of Japan’s Development Cooperation Policy

Takatoshi OYAMA
Kyushu Institute of Technology Institute of Liberal Arts

E-mail：oyamat@lai.kyutech.ac.jp

In２０１５, the Development Cooperation Charter, which clearly stated“ensuring Japan’s national inter-
ests”as part of the“objectives of development cooperation,”was decided by Japan’s Cabinet. This
charter triggered debates on what the purpose of development cooperation policy should be and why

“ensuring Japan’s national interests”was specified. What these studies revealed was a synchronic link-
age with the policies undertaken by the Abe administration at the time, which meant that the social
norms of altruism, that development cooperation policies should be implemented for the welfare of oth-
ers, had already faded.

When and how did the social norms of altruism weaken with regard to Japan’s development coopera-
tion policy？In this paper, I examine the period from the１９７０s to the early２０００s, in order to clarify the
process of normative transition from altruism to self-interest through historical discourse analysis. Al-
truism here is defined as a social norm constructed by discourses that emphasize the humanitarian as-
pects of aid, positioning development cooperation policies as a means to fulfill international“responsibili-
ties”and“contributions.”Self-interest, on the other hand, is defined as a social norm constructed by
discourses that encourages“Japan’s visible assistance”based on“national interests”and“strategy.”

This analysis mainly revealed that（１）as early as the１９８０s, the slump in plant exports triggered the
Japan Business Federation to ask the Japanese government for“Japan’s visible assistance”based on

“national interests”and“strategies,”（２）around the mid-１９９０s, fiscal retrenchment and the securitiza-
tion of Northeast Asia led to the spread of self-interest social norm in Japanese society. These results
reveal that the foregrounding of self-interest was a process of re-enforcing the linkage between devel-
opment cooperation policies and domestic economic conditions, which in turn suggests the contempo-
rary question of whether there is any alternative form of linkage between development cooperation
policies and domestic conditions.

Keywords： Japan’s development cooperation policy, altruism, self-interest, discourse analysis, social
norm,
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