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編集委員長 福田

米藏

令和 3 年 4 月巻頭言
「逞しく生きる先に光明」
令和 3 年の卯月も十日あまりが過ぎ、日に日に暖かくなりつつも急に冷え込むことが繰り
返されており、日本列島を低気圧が横切るときにはいわゆる春の嵐が吹き荒れ、我が家の近
くでも歩き辛くなるほどのことがあります。
我が家のワンコの散歩道には、季節が確実に変わりつつあることを示すように、ひと時前に
は満開に咲き誇った桜の木々が葉と小さな実を残すのみとなり、その代わりに、はなみずき
の白やピンクの花、
「卯月」の名の元になったと言われている卯木の白い花が咲き競い、家々
の垣根などはツツジの花の濃いピンクに染まり、そこ此処の藤棚の中では早くも幻想的な
紫の滝が降り注いでいるようです。
丘の上でツリー型の骨格だけになっていたメタセコイアも深緑の葉を纏い、春一番の過ぎ
去った快晴の空に、新緑の仲間を従えながらスックと聳え立つ姿は、逞しい自然の力を見せ
つけており私たちにも生きる喜びを思い起こしてくれているようです。
事実、春の気配に誘われて町や公園にはたくさんの家族連れが訪れています。
その様子は普段と変わりないようですが、実は一昨年までとは大違い！
今年も昨年同様全ての人がマスクを着用し、喜びの表現も心なし控えめに感じられます。
それもその筈、東京都の新型コロナウイルス新規感染者数が 3 月上旬迄の減少傾向が横ば
い状態となっている中で同月 22 日に緊急事態宣言が解除されましたが、それ以降増加傾向
が全国に拡散され、大阪府では 3 月末日からずーっと東京都を超える新規感染者が確認さ
れているのです。
コロナワクチンの接種開始が始まり人々が免疫を獲得することが期待される一方で、ウイ
ルス自体が次々と変異することができ、既に何種類かの変異株ウイルスによる感染が我が
国においても急増している由で、人々の不安は収まりそうにありません。
新型コロナウイルス感染症がパンデミックに至っていると発表されてから一年以上人々は
様々な我慢を続けていますが、もう一踏ん張りしてコロナ収束の光明を見たいものです。

編集委員長
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福田 米蔵

在外公館ニュース

＝今月の読みどころ＝(3/16～4/15 公開月報)＝
編集委員長

福田 米藏

アルジェリア政治・経済月例報告(2021 年 2 月)
１．国民議会の解散等(テブン大統領発表)
18 日、テブン大統領は国営テレビを通じて国民向け演説を実施し、国民議会 (下院)の解
散、議会選挙の前倒し実施、内閣改造、民衆デモ関連の拘禁者に対する恩赦の実施等を発表
した。
２．民衆デモ
26 日、金曜恒例の民衆デモが一部都市において再開された。
３．原油の協調減産
3 日、アタール・エネルギー相は、第 26 回 OPEC プラス共同閣僚監視委員会(JMMC)会議
に出席し、2020 年の協調減産の平均遵守率が 99%であった旨 発表。同相はまた、協調減産
が維持されれば原油価格が 50-60 ドル/バレル に達する可能性があると述べた。
４．支払準備率
8 日、アルジェリア銀行(中央銀行)の金融政策運営委員会(COPM)は、同行の資金調達能力
を強化するために、支払準備率を 2 月 15 日から 3%から 2% に引き下げる旨発表。同措置は
国内の経済回復および経済多様化の一環。
５．農業政策
9 日、ハムダニ農業・地方開発相は、国内南部の農業投資促進を通じて 2024 年までに農
作物輸入を 25 億ドル相当削減する政策目標を発表。同政策は輸入額削減の一環であり、国
内農業を育成する旨述べた。
https://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/news2021.02.pdf

アンゴラ共和国月報(2 月)
１． 民間投資法改正案の国会承認
2 月 18 日、国会で民間投資法改正案が承認された。 本改正は、契約制度という新制度
を設立することで 投資家・アンゴラ政府間のインセンティブやファシリティ等に関する投
資交渉を前提とした投資を可能 にするものである。
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２． 後発開発途上国(LDC)卒業延期
2 月 11 日、国連総会でアンゴラの後発開発途上国 (LDC)卒業前の準備期間を延長する
決議が採択され、 LDC 卒業が 2024 年まで延期された。
３． 米国との安全保障関連 MoU 締結の国会承認
2019 年 7 月 1 日にアンゴラ政府・米国政府間で署名された国際安全保障及び治安に関
する MoU が 2021 年 2 月 19 日の国会で承認された。国際社会における組織的な犯罪等
に関する情報交換及び捜査協力を行うことが狙いである。
４． 繊維工場関連
2 月 20 日、ロウレンソ大統領はベンゲラ州ベ ンゲラ市の工業地帯に所在する Africa
Textile 工場を視察し生産活動の再開を称賛した。また、運営権を落札したジンバブエ企業
バオバブ・コットン・グループ代表は、同工場が 1,300 トンの綿繊維を必要とし、1,500
人以上の小規模農家に雇用の機会を提供する旨述べた。
https://www.angola.emb-japan.go.jp/files/100168477.pdf

エチオピア月報(2021 年 1 月)
１．選挙管理委員会
18 日、エチオピア国家選挙管理委員会(NEBE)はティグレ人民解放戦線(TPLF)の政党登録
を抹消したと発表。NEBE は、TPLF について、暴動に関与しているとして非難した。
２．証券取引所
エチオピア初の証券取引所は、外国人投資家を含む官民パートナーシップを通じて株式
会社として設立される見込み。
３．エチオテレコム
21 日、エチオテレコム社は、2020/2021 年度前期に 255 億ブル(前年同期比 12.5%増)以上
の収益を獲得したと報告した。
21 日、エチオテレコム社は、国内モバイルバンキングへの投資、デジタルファイナンス
事業への参入に加え、新たな法律により、国際市場の様々な分野に投資することが可能とな
ったと発表した。
４．スーダンとの国境問題
5 日、ディナ外務報道官は、スーダンとの国境問題を平和裏に解決するためのエチオピア
のコミットメントを改めて表明。ディナ報道官は、エチオピアは問題を対話によって解決す
るという立場を堅持しているとしつつ、自国の領土主権を守るべく具体的措置を取ると述
べた。
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https://www.et.emb-japan.go.jp/files/100171164.pdf

ギニア月報(2021 年 1 月)
１．コロナワクチン
12 日、ケイタ国家公衆衛生安全保障局(ANSS)長官は、ロシア製新型コロナウイルスワク
チン「スプートニク V」の治験を、現時点で 25 名の政府や軍関係者及び医療従事者が行い、
ロシア、中国及び WHO(COVAX 計画)に対し、200 万回分以上の新型コロナウイルスワクチン
購送を要請した旨発表。
27 日、保健省は、ロシア製新型コロナウイルスワクチン「スプートニク V」の使用を公
式に承認した。承認期間は 1 年間(更新可能)。
２．野党活動家の獄中死
19 日、在ギニア米大使館は、拘束されている野党幹部党員の裁判の遅延と 2 名の党員の
獄中での死亡に関して声明を発表し、ギニア政府に対し、法の支配を尊重するよう要求した。
21 日、
欧州対外活動庁(EEAS)は、
16 日の野党活動家の死去に関するコミュニケを発出し、
最近の野党活動家の相次ぐ死去は刑務所の体制及びギニアの法体系の機能不全を示してお
り、E U はギニア政府に対し、現状改善とすべて独立して実施された調査に基づく司法を行
うよう求めた。
３．企業家育成と雇用創出
15 日、ディアロ経済開発企画大臣は、アフリカ開発銀行及び国連開発計画の在ギニア代
表と、若者の起業家育成と雇用創出イニシアティブ支援に関する三者間合意を締結した。
https://www.gn.emb-japan.go.jp/files/100163698.pdf

ザンビア・マクロ経済レポート(2021 年 3 月)
１． ザンビア政府と IMF、ザンビアの復興に向けたロードマップで合意
3 日、ザンビア政府は IMF のミッション団との拡大信用ファシリティ(Extended Credit
Facility: ECF)の要請に関するヴァーチャル形式の協議を了した。右協議において、両者は
経済回復計画(Economic Recovery Programme: ERP)を、ザンビアの開発目標の達成を確実
にし、国内の最も弱い立場にある人々の社会的保護を確保しつつ財政の持続性を回復する
ための政策改革アジェンダ の基盤として利用することに合意した。
２．ザンビアの非伝統的輸出が増加
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ザンビア中央統計局によると、2021 年 2 月のザンビアの非伝統的輸出(Non-Traditional
Exports: NTEs)部門の収益は 38 億クワチャを記録し、前年同月比の 35 億クワチャから 9.8%
増加した。2020 年 2 月のザンビアの輸出総額に占める NTEs の割合は 23%であった。
３．チャンダ保健大臣、
「ザンビアは 4 月に新型コロナウイルスのワクチンを導入予定」
チャンダ保健大臣(Hon. Dr. Jonas Chanda, Minister of Health)は、ザンビアが 2021 年
の 4 月から 5 月の間に、COVAX(COVID-19 Vaccines Global Access Facility)の下、セラム・
インスティトゥート・オブ・インディア(Serum Institute of India)から新型コロナウイル
スのワクチン供給を受ける見込みであると述べた。他方、同大臣は、政府が上記予定よりも
早くワクチンを国内に導入するための他の手段も追求している旨述べた。
４．ザンビア政府、アンゴラ政府と石油パイプライン開設に向けた対話を開始
ンクワ・エネルギー大臣(Hon. Matthew Nkhuwa, Minister of Energy)は、ザンビア政府
が石油パイプラインの建設に着手するため、アンゴラ政府と協議を開始した旨公表すると
ともに、国内の複数地域において貯油施設の建設を推進する意向を明かした。
https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100172281.pdf

ジンバブエ共和国月報(2021 年 2 月)
１．政府、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の優先順位リストを公表
12 日に開催された今年最初の POLAD 会議にてムナンガグワ大統領は、新型コロナウイル
ス感染症ワクチンの接種枠組みが完了したと述べ、現場の医療従事者、高齢者、基礎疾患を
持つ人々が最優先であることを繰り返し述べた。マングウィロ保健・育児副大臣によると、
15 日月曜日よりワクチン接種を段階的に実施するという。
２． 政府、外国為替所得税の税率帯を発表
外貨で所得を得ており且つそれで所得税を支払わなければならない人の所得税帯が公布
された。 月 70 米ドルまでが非課税限度額となり、月 3,000 米ドルまたは年間 36,000 米
ドル以上の所得を得ている人には最高税率の 40%が課される。
３．農業、2020/21 年は過去最高の収穫を期待
政府は、2020/21 年のメイズの作付け目標であった 150 万ヘクタールが 1 月末時点で 18%
以上増加した 170 万ヘクタールになったことで、コマンドアグリカルチャーの下、メイズの
生産量は昨シー ズンの約 90 万トンから 100 万トンを超える収穫量になると予想してい
る。
４．中央銀行、銀行の政策金利を 35%から 40%に引き上げ
当地中央銀行(RBZ)は 18 日、経済の安定に向けた新たな政策措置の一環として、銀行の基
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準金利である政策金利を 35%から 40%に引き上げた。また、RBZ は、生産部門向けの中期貸
出金利を年率 25%から 30%に引き上げし、各銀行の法定準備金も 2.5%から 5%に引き上げ
た。これらの金融政策における措置は、2021 年の予測経済成長率 7.4%の達成と、2021 年
12 月末までにインフレ率を 10%以下、月平均では 3%以下の抑制に向けて行われる。
https://www.zw.emb-japan.go.jp/files/100170289.pdf

ナミビア月報 (2021 年 3 月)
１．有給労働者の半数以上が月給 1,353 ナミビアドル以下(UNDP 人間開発報告書)
UNDP が公表した最新の「人間開発報告書」は、ナミビアにおける不平等が依然として驚
異的な比率にあることを示している。同報告書によると、有給労働者の半数以上は月給を
1,353 ナミビアドル以下しか受け取っておらず、有給労働者のうち、わずか 14%が 1，353
ナミビドル以上の月給を得ている。
２．土地改革、5，373 人が再定住済み
土地改革省は、独立後開始された「土地改革プログラム」により、これまでに 5,373 人
が再定住を完了した旨発表した。政府は、2020 年までに 500 万ヘクタールの土地を収得
し、 再配分するとの計画を有していたが、これまでに 22 億 3,000 万ナミビアドルの経
費で、計 556 の農地、即ち合計 336 万ヘクタールの土地を収得して、再配分を行ってきた。
３． コロナワクチン
16 日、中国政府より寄贈されたシノファーム・ワクチン 10 万ドースがホセア・クタコ
国際空港に到着し、ナンディ=ンダイトワ副首相兼国際関係・協力大臣、シャングラ保 健・
社会サービス大臣及び張中国大使が出席して引渡式が行われた。
20 日、インド政府より贈与された 3 万ドースのコビッドシールド・ワクチン(注:アスト
ラゼネカ社からのライセンス生産)がホセア・クタコ国際空港に到着し、ナンディ=ン ダイ
トワ副首相兼国際関係・協力大臣とアグラワル印大使が出席して、引渡式が行われた。
４．政府機関、経営破綻のナミビア航空に対し 400 万ナミビアドルの未支払い金
経営破綻を来したナミビア航空に対して、ナミビア政府機関は未払い航空賃代金、約
4.14 百万ナミビアドル(N$)の債務を負っている。主な省庁ごとの未払い金は、国際関係・
協力省:2.14 百万 N$、保健・社会サービス省:678,750N$、公共事業省:236,688N$、教育
省:178,000、土地改革省:174,882N$、首相府:124，000N$等である。
https://www.na.emb-japan.go.jp/files/100170448.pdf
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ベナン月報(2021 年 2 月)
１．大統領選挙候補者
12 日、大統領選挙の候補者登録申請を行った 20 名のうち、アラッサン・スマヌ(FCBE 党
公認、副大統領候補ポール・ウンペ)、パトリス・タロン現大統領(UP 党・BR 党含む 5 政党
の支持、同 マリアム・シャビ・タラタ)、コランタン・コウェ(独立系、同イレネ・アゴサ)
の 3 組 6 名が暫定候補者名簿に登録された。
２． 大統領選挙有権者
11 日、大統領選挙における有権者リストが独立国家選挙委員会(CENA)に送られた。有権
者数は約 552 万に及ぶ。
３．水タバコの喫煙と販売の禁止
19 日、コジア・リトラル県知事は、リトラル県内でも水たばこの喫煙と販売を禁止する
県条例を採択した。同県条例は、ボルグ県、プラトー県、ウェメ県、コリーヌ県、ズー県、
アトランティック県、モノ県に続くものである。
https://www.bj.emb-japan.go.jp/files/100156283.pdf

マラウイ月報(2021 年 2 月)
１． 新型コロナウイルスの閣僚や議会，議員への影響
議会は，新型コロナウイルス(以下，
「コロナ」)の状況に鑑み，8 日に予定されていた中
間予算レビュー会合を 22 日に延期した。既に，チャクウェラ政権の閣僚 6 名が新型コロナ
ウイルスに感染し，その内 2 名は死亡，他 4 名は回復した。
２．マラウイが革新的な国にランクイン
世界知的所有権機関(WIPO)は，低所得国の中で，タンザニアとルワンダに続きマラウイ
は最も革新的(innovative)な国であるうちの 3 位(世界的には 111 位)にランク付けされた。
他方，マラウイ通信規制庁(MACRA)や国家統計局(NSO)による報告によると，マラウイは未だ
テクノロジーの利用率が低く，国内の携帯電話所有世帯は約 37%，インターネットへ のア
クセス率は 14.6%，個人のパソコンの保有率は 2.8%である。
３．SADC 加盟国が国境を再開，貿易業者が解放される
新型コロナウイルスの感染により 1 月の初めから国境が封鎖されていたが，マラウイの
主要貿易相手国であるモザンビーク，ジンバブウェ，南アフリカを含む SADC 加盟国が 22 日
に国境を再開すると発表した。
４．政府が労働許可を厳格化
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カンドド労働大臣は，労働許可証なしに押し寄せる労働移民を送り返すと発表した。移民
法 に反して国外居住者として雇用機会を得るため，移民の多くが旅行客だと偽っているこ
とが 報告されている。
https://www.mw.emb-japan.go.jp/files/100160042.pdf

モーリタニア月例報告(2021 年 2 月)
１． サヘル地域の治安・安定におけるモーリタニアの貢献に関する報道
2019 年夏に誕生したガズワニ新政権は、こうした(前政権とテロ・グループとの共謀)関
係を徹底的に変容させた。ガズワニ大統領は、仏、米及び隣国モロッコの信頼を勝ち取る術
を心得ていた。デビィ・チャド大統領を除いて、G5 の他のどの元首も、父祖伝来の民族紛
争とあらゆる裏工作が入り混じったハイブリットな戦争に長けてはいない。マリ国境地域
出身で元 G5 サヘル合同部隊司令官だったハナナ国防大臣の助力を得て、ガズワニ大統領は
G5 サヘルでの中心的役割を占めている。
２． タコの漁獲量の減少に関する報道
2021 年の 1 月のタコの漁獲量は 403 トンにとどまった。伝統漁業の漁師 は、2019 年 9 月
の漁獲量は 4,835 トンであったのに対し、2020 年 の同月の漁獲量は 654 トンを超えること
はなかったと嘆いている。
３．モーリタニアにおける新型コロナウイルスワクチン調達の見通し
(1)WHO は、COVAX ファシリティを通じて新型コロナウイルスワクチンが配給される国の
リストを公表した。それらの国々は、今後数週間の間に数千万本の契約ワクチンを各国の人
口の数に応じて調達することになる。
(2)同リストによれば、モーリタニアは Serum Institute of India によって認証されて
いるアストラゼネカ製 36 万本のワクチンを調達する予定。
https://www.mr.emb-japan.go.jp/files/100164777.pdf

モザンビーク共和国月報(2021 年 2 月)
１． 新型コロナウイルス(感染対策の強化)
2 月 4 日、ニュシ大統領が会見を実施し、新型コロナウイルスの感染者の増加が継続して
いることを踏まえ、1 月 13 日に発表された措置を強化する旨発表したと。本措置は、2 月 5
日より 30 日にわたって実施される。
２．新型コロナウイルスワクチン
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ニュシ大統領に信任状を捧呈した駐モザンビーク・新インド大使は、新型コロナウイル
スに対応するため、モザンビークに対して 10 万回分のワクチンを供与する旨約束した。 2
月 24 日には、中国から供与された 20 万回分のワクチンが到着した。モザンビーク政府は、
インドからのワクチンも近いうちに到着すると発表したが、具体的な日程については言及
されなかった。 米国は 40 億ドルを COVAX に拠出する旨、プレスリリースを発出した。
３．
「レナモ軍事委員会」の参謀総長が降伏
2 月 12 日、マニカ州やソファラ州で一般車両襲撃を実施していたレナモのパウロ・フ ィ
リッペ・ンギランゲ参謀総長がモザンビーク軍に降伏し、DDR(武装解除、動員解除、 社会
復帰)に応じたいとの意思を示した。同氏は 65 歳で、2019 年に「レナモ軍事委 員会」の参
謀総長に任命され、マニカ州やソファラ州で襲撃を開始した。同委員会への参 加は、マリ
アノ・ニョンゴによる圧力があったという。
４．中銀によるプライムレート引き上げ決定
モザンビーク銀行(中銀)は 26 日、プライムレートを 15.5%から 17.8%へ 2.3%引き上げる
方針を発表した。同決定は、今年 1 月に発表された金融政策委員会の政策金利引き上げに付
随する措置である。1 月の金利引き上げ決定は、メティカル通貨の下落が続き、インフレ懸
念が高まったことを理由として挙げていた。
https://www.mz.emb-japan.go.jp/files/100157091.pdf
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アフリカニュース
月刊アフリカニュース編集委員
１「アフリカ全般：消毒の普及と菌の耐性の関係」
“How does resistance to disinfectants happen? We’re on the road to answering the
question”
、 The Conversation、Robert Bragg＆others、２月 28 日
https://theconversation.com/how-does-resistance-to-disinfectants-happen-were-on-theroad-to-answering-the-question-155752
COVID-19 はニューノーマルを導入させた。その一つは衛生への意識の向上である。
手先の消毒はどこでも出来るし、公共スペースは常に消毒されている。しかし、消毒剤
の使用の増加は、耐性を持つ菌の意図しない発生をもたらす可能性がある。記事の筆者
達の菌の消毒剤への耐性の研究が示している。
２「アフリカ全般：黄金比はアフリカに起源がある」
“The African roots of Swiss design”
The Conversation、Audrey G. Bennett、３月 16 日
https://theconversation.com/the-african-roots-of-swiss-design-154892
長い間古代ギリシャに由来すると考えられていたが、スイスのデザインスタイルの基
礎となる黄金比は最初にアフリカで出現したかもしれない。古代ギリシャの建築に関
する著作は、黄金比ではなく、整数比の重要性を強調する。カメルーンのログネ・ビル
ニにある首長の宮殿の部屋は、絶え間ないスケールで同様の形状の繰り返しによって
特徴付けられるフラクタルグリッドを使用してレイアウトされている。ガーナのケン
テ布では黒い縞は白い背景にあり、行は 1, 1, 2, 3, 5 スケーリングパターンを示してお
り、これから黄金比を導きだせる。
３「アフリカ全般：COVID-19 のワクチンに対して間違った情報への対処」
“Battling misinformation wars in Africa: applying lessons from GMOs to COVID-19”
、
The Conversation、Edward Mabaya&others、３月９日
https://theconversation.com/battling-misinformation-wars-in-africa-applying-lessonsfrom-gmos-to-covid-19-156183
過去 30 年間にアフリカの作物改善に取り組んできた者にとって、ワクチンに関する誤
った情報の洪水は、不気味なデジャヴ感を呼び起こす。主要作物の生産性と栄養を改善
するためのアフリカの努力を停滞させた反遺伝子組み換え生物(GMO)キャンペーンを
連想させる。他の途上国の農民が（GMO）作物を受け入れ、経済的な恩恵に浴したの
にアフリカの農民は受けられなかった。記事は間違った情報への６つの対策を示す。
4「アフリカ全般：中国のマスク外交は成功している」
“China’s ‘mask diplomacy’ wins influence across Africa, during and after the
pandemic”
、
The Conversation、Dinko Hanaan Dinko、３月 11 日
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https://theconversation.com/chinas-mask-diplomacy-wins-influence-acrossafricaduring-and-after-the-pandemic-153048
中国は近年米国が無視している間にアフリカ諸国にマスク、ワクチン、医療器具、人
員を提供し、不可欠なパートナーとしての地位を築いた。2020 年にはアフリカ人は
COVID-19 パンデミックを中国人のせいにし、非難し、中国人もアフリカ人が
COVID-19 を拡散しているとし、広州の自宅からアフリカ人を強制的に追い出した
りした。北京はアフリカにおける中国のイメージを改善するために”マスク外交”を
展開し、効果を上げている。
5「アフリカ全般：アフリカの自由への願望は強い」
“Sprouts of freedom in Africa”
、
CSM、Editorial Board、３月２
https://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitors-view/2021/0312/Sprouts-offreedom-in-Africa
UNICEF と AU の昨年の調査によると、若いアフリカ人の圧倒的多数（91％）が彼ら
の生活に影響を与える政治的決定にもっと発言したい、と希望している。現在政策立案
者へのアクセスが不足している、とも述べている。イチコヴィッツ家族財団の別の調査
では、アフリカ 14 カ国の若者の 86%が、ネルソン・マンデラの民主的価値は今日でも
彼らにとって大切であると答えている。多くのアフリカ人が基本的な自由、平等、法の
支配に対する道徳的権利を主張したいと考えている。
６「アフリカ全般：国際女性デーで新たな決意を！」
“The pandemic has set gender equality back. Its legacy must not”.
African Arguments、 Nana Adjoa Hackman、３月８日
https://africanarguments.org/2021/03/the-pandemic-has-set-gender-equality-back-itslegacy-must-not/
国際女性デーは、世界が男女平等を追求する進歩に焦点を当てる機会を提供し、過去 10
年間、女性達は世界中で大きな飛躍を遂げた。しかし、今年は違う。パンデミックで最
も影響をうけた分野は女性が多く働いている分野である。インフォーマル部門では
89％が女性であり、厳しい損害を受けた。さらに、女性への暴力も増えた。しかし、女
性達はさらにジェンダーの平等と今までの進歩を破壊させないように努力しなければ
ならない。
７「サブサハラ地域：海外からの仕送りは減少」
“Keep Remittances Flowing to Africa”
Brookings、Dilip Ratha, ３月 15 日
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/03/15/keep-remittances-flowing-toafrica/
2019 年のブサハラ地域への海外からの仕送りは、＄480 億であるが、実際には、これ
より大分高いと推測される。ナイジェリアがサブサハラ地域の総額の半分を占めてい
る。脆弱な国ほど海外からの仕送りに依存している。2019 年には南スーダンが（GDP
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の 35％）
、レソト（GDP の 21％）
、ガンビア（GDP の 15％）である、統計がないが
ソマリアは海外仕送りに大きく依存している。2020 年には＄440 億、2021 年には$410
憶と予測されている。 （記事には詳細な説明があります。
）
８「エチオピア；ティグレへの攻撃は正当化されるのか」
“UNDP Memo Echoes Ethiopian Talking Points on Tigray”
Addis Herald、Colum Lynch, Robbie Gramer、３月９日
https://www.addisherald.com/undp-memo-echoes-ethiopian-talking-points-on-tigray/
UNDP のトップから国連事務総長へのメモによるとティグレ地域のリーダーシップは、
エチオピア軍のティグレへの血まみれの攻撃を引き起こした責任があると述べている。
50 万人を家から追い出し、大量残虐行為の申し立てをさせた軍事弾圧が正当化された
可能性を示唆しているようだ。
９「エチオピア：エリトリア軍の大失敗」
“From Pariah to Kingmaker”
Foreign Policy、 Alex ｄｅ Waal、 ３月３日
https://foreignpolicy.com/2021/03/03/eritrea-afwerki-tigray-authoritarian-lessons/
米国は敵対行為を終わらせ、民間人を保護し、残虐行為の独立した調査を促進し、飢え
た人々への人道的アクセスを許可する圧力を強化している。２日のアフメド・アリ首相
に対する呼びかけで、ブリンケン米国務長官はティグレからエリトリア軍の即時撤退
を求める要請を繰り返した。報道されているティグレにおける犯罪行為はエリトリア
軍によるものである。
10「ガーナ：COVID-19 はカカオの輸出に大きく影響している」
“How commodity exporting countries like Ghana have been hit by COVID-19”
、
The Conversation、Sophie Van Huellen,＆ Nana A.Asante-Poku、３月 14 日
https://theconversation.com/how-commodity-exporting-countries-like-ghana-have-beenhit-by-covid-19-155799
COVID-19 対策は一次産品価格に大きな影響を与えているケースもある。ガーナの輸
出の 80％以上は、金、原油、カカオに依存している。カカオの価格が需要の減少によ
り下落している。ガーナは世界で第二番目のカカオの供給国であり、百万人の小規模農
民とそのコミュニ―ティーがカカオに依存している。
11「カメルーン：ビア大統領の引退要求」
“Cameroon’s Biya is Africa’s oldest president: assessing his 38 years in power”
The Conversation、Julius A. Amin,

３月 10 日

https://theconversation.com/cameroons-biya-is-africas-oldest-president-assessing-his38-years-in-power-156221
カメルーンのビア大統領は、最近 88 才の誕生日を祝い、アフリカの最年長の大統領で
ある。３８年間大統領職にある。誕生祝は彼の退陣を要求する野党の抗議に出会った。
彼は最初の年に英語圏を訪ね、英語で話し、彼の第二の家とまで言った。今は、汚職は
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蔓延し、世界最悪とも言われている。憲法をしばしば変更し、大統領の任期制限を撤廃
している。世界の有力国は人権問題を取り挙げるが、人権侵害を止められないでいる。
12「ケニア：何故女性がテロリストグループに加わるのか」
“Why we did it: the Kenyan women and girls who joined Al-Shabaab”
、
The Conversation、Fathima Azmiya Badurdeen、２月 21 日
https://theconversation.com/why-we-did-it-the-kenyan-women-and-girls-who-joined-alshabaab-151592
女性がテロリスト組織に参加するのは、ケニアのメディアが想像していたナイーブな
娘たちがジハドの花嫁や妻になる、というロマンチックな話に惑わされていたもので
はなかった。彼女等はソマリアに拠点を置くアルシャバーブの有能なリクルーターと
して、また致命的な攻撃の首謀者、物流計画、金融取引、スパイ活動の一員として特定
されたからである。ケニアの沿岸地域の女性と少女がテロ集団に加わる意欲の背後に
あるものは、家族や地域社会における服従と従属のジェンダーダイナミクスが役立つ
一方で、政治的、イデオロギー的動機もある。宗教的な理由と金銭的な動機も見受けら
れる。
（記事にはさらに詳しい分析があります。）
13「ケニア：隣国とのメイズ貿易で食糧の安全についての再認識」
“Why maize is causing trade tensions between Kenya and its neighbours”
、
The Conversation、Timothy Njagi Njeru、３月 12 日
https://theconversation.com/why-maize-is-causing-trade-tensions-between-kenya-andits-neighbours-156797
ケニアがタンザニアとウガンダからのメイズの輸入を有毒な化合物（mycotoxins）が
混入している、とのテストの結果を理由に差し止めたことで東アフリカの穀物市場が
混乱した。ケニアが消費者の安全のための新しいルールを導入したことで輸入規制は
間もなく解除された。政府の介入は改めて生産者にも消費者にも食糧の安全について
の認識を新たにした。
14「ケニア；英国との自由貿易協定をめぐる小規模農家の反対」
“Farmers sue to stop Kenya-UK trade deal”
、
The East African、３月１日
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/farmers-sue-to-stop-kenya-uk-trade-deal3308326
小規模農家は英国からの一部製品の免税アクセスに反対し、英国との自由貿易協定に
入ることに反対し、ナイロビの最高裁に提訴した。2020 年 12 月にケニアと英国と北
アイルランドとの間で署名された協定の批准を議会が拒否した数日後であった。工業
化・貿易・企業開発省の官房長は、国民参加を受けることなく、議会によって批准され
ることを求めている。英国の産品－原油、植物種、自動車燃料等―への関税は協定発効
後７年後から始まり１５年間をかけて廃止される、ことになっている。
15「コンゴ（民）
、DRC: 東アフリカ共同体のメンバーにまだなっていない」
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“Politicians, bloggers spread fake news on DRC admission to EAC”
The East African、Patrick Ilunga、３月３日
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/rest-of-africa/politicians-bloggers-fake-news-ondrc-admission-to-eac-3309080
政治家や有名なブロガーは DRC が East African Community (EAC)の７番目のメンバ
ーになったと発表している。DRC は EAC の４メンバーと国境を接している。2019 年
の 6 月に DRC は申請を出しているが、ECA は次のサッミトで結論を出すことになっ
ている。ECA のメンバーになることは、関税の引き下げと ECA 諸国との貿易の増加
をもたらす。
16「タンザニア：アフリカ開銀はタンザニアの経済成長を評価」
“AfDB Forecasts Strong Dar Economic Recovery”
、
Daily News、２月 28 日
https://dailynews.co.tz/news/2021-02-27603a818871caf.aspx
アフリカ開銀（AfDB）によると，COVID-19 が世界中を荒廃させているが、タンザニ
アはアフリカ大陸で最高の成長を記録している。
実質 GDP は 2019 年に 6.9％であり、
2020 年にはタンザニアは中所得国に計画より 5 年早く仲間入りした。タンザニアはこ
こ数年、ビジネスや諸規制の改革を行い、建設部門は 17.4%、運輸部門は 8.8％、農業
は 6.7％ の成長を達成している。タンザニアは透明性、説明責任に対する強いコミッ
トメントを示し、高く評価される腐敗防止姿勢を維持している。
17「タンザニア：マグフリ大統領の逝去とその功績」
“John Magufuli, Tanzanian Leader Who Denied Covid, Dies at 61”
、
Bloomberg、 Michael Cohen ＆ Fumbuka Ng'Wanakilala、３月 18 日
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-17/tanzanian-president-magufuli-isdead-vice-president-says
COVID-19 パンデミックを否定したことで多くの批判を受けたマグフリ大統領は、第
二期の５ケ月目に亡くなった。就任当初は、
“ブルドーザー”と綽名されるほど、汚職
対策、政府の無駄の排除、貧困農民へ税金の廃止など行い高く評価されていた。また、
新たな運輸網、発電所、1,700 以上のヘルスセンターの建設等も行い経済成長を導いた。
天然資源からより大きな利益を得られるようにすることを目的とした改革をも推進し、
外国の鉱山会社との衝突もあった。
18「チュニジア：革命後１０年、人々は未だ街頭で叫び続けている」
“Why Tunisians are still out on the streets – a decade after the ‘Dignity Revolution’ ”
The Conversation、Saerom Han ＆others 、３月２日
https://theconversation.com/why-tunisians-are-still-out-on-the-streets-a-decade-afterthe-dignity-revolution-155143
ベン・アリ大統領とその政権を追放した革命から１０年が経った。革命は失業、食糧イ
ンフレ、腐敗、政治的自由の欠如、そして国内の貧しい生活環境によって引き起こされ
た。しかし、それ以来ほとんど変わっておらず、国は大規模な抗議の波に見舞われ続け
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ている。人々の”パン、自由と社会正義”の要求は黙止されている。政府は革命のゴー
ルを求めず、古い悪い習慣―反対派の無視―が復活している。
19「ナミビア：ナミビアビールの成功物語」
“Beer, politics and identity– the chequered history behind Namibian brewing success”
、
The Conversation、Paul Nugent、３月 11 日,
https://theconversation.com/beer-politics-and-identity-the-chequered-history-behindnamibian-brewing-success-155719
今日、醸造業はナミビアの国家の誇りとなっている。ウィントフックラガーは、単に国
内市場を征服しただけでなく、南アフリカの醸造所が何十年もの間事実上の独占を保
持していた国境の南に侵入した。最初の地元の醸造所は 1900 年に設立された。1920 年
に３醸造所が合併し、現在の Namibia Breweries が成立した。南アの介入、内戦等を
経 て 現 在 の 成功 が あ る。“ Breweries, Politics and Identity: The History Behind
Namibian Beer”にその歴史が記されている。
20「ナイジェリア：北部における武装勢力は子供の誘拐を目標としている」
“Why children are prime targets of armed groups in northern Nigeria”
The Conversation、Hakeem Onapajo、３月 16 日
https://theconversation.com/why-children-are-prime-targets-of-armed-groups-innorthern-nigeria-156314
過去 10 年間、ナイジェリア北東部とチャド湖周辺は、国家とボコ・ハラムと武装した
誘拐犯との間の激しい対立に悩まされてきた。最も残酷な結果の一つは、学童の拉致で
ある。記者は何故子供たちが拉致されるのか、について調べてきた。誘拐が地元および
国際的な注目を集めていること、また、政府によって投獄されたテロリストの釈放を交
渉し、巨額の身代金を集めるのにも役に立つ。過去５年間、盗賊とテロ攻撃の増加は、
ナイジェリア北部の子供たちに壊滅的な影響を与えている。
21「ナイジェリア：農村のインフラの欠如が食糧増産のボトルネック」
“Poor rural infrastructure holds back food production by small Nigerian farmers”
The Conversation、Abiodun Olusola Omotayo＆others、2 月 23 日
https://theconversation.com/poor-rural-infrastructure-holds-back-food-production-bysmall-nigerian-farmers-155398
ナイジェリアの増加する人口に食糧を効率的に供給し、生産者である小規模農民を支
援するためには、農村のインフラ投資が大切である。良い道路、安全な飲み水、十分な
電力供給、マーケットネットワーク、コミュニケーションサービス、収穫物の加工と貯
蔵施設等が必要であるが、それがないのがナイジェリアの増える人口を養うための大
問題である。
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22 「マリ：放送局はマリの女性への情報提供源」
“Radio in Mali can empower women by remembering they are part of a social web”
、
The Conversation、Emma Heywood, ２月 21 日
https://theconversation.com/radio-in-mali-can-empower-women-by-remembering-theyare-part-of-a-social-web-155486
エンバワメントの理解については、一人ひとり異なる理解があろう。国の進歩はその国
の公共分野で女性の占め地位が示す。今でもマリの女性は複数の障害に面している。差
別的な法律の中で一夫多妻制、ジェンダーに基づく暴力、夫がしばしば唯一の意思決定
者である国でマリの女性は、貧困と抑圧的な文化の中で暮らしている。情報へのアクセ
スがエンパワーメントであるが、マリでは全国に 170 の民間の放送局があり、情報の
主な供給源である。
23「南アフリカ：イスラム教徒の学校は社会の要請に応えられるか」
“A critical look at what’s missing from Muslim education in South Africa”
The Conversation、 Nuraan Davids、

２月 23 日

https://theconversation.com/a-critical-look-at-whats-missing-from-muslim-education-insouth-africa-153677
イスラム教徒の学校教育は、1834 年まで続いたインドネシアとインドからの奴隷と政
治囚の強制移住にルーツを持っている。現在 96 校が登録されている。他の学校と同様
に南アの国定のカリキュラムに従わなければならないが、追加としてアラビア語、コー
ラン等を学んでいる。しかし、イスラム教徒の学校やコミュニティが孤立している可能
性があり、多元的で多様な社会に合わせて、生徒や教師が十分に準備できていないかも
しれない。
24「南アフリカ：メディアに対する大衆の信頼は低い」
“Public trust in the media is at a new low: a radical rethink of journalism is needed”
、
The Conversation、Herman Wasserman、2 月 23 日
https://theconversation.com/public-trust-in-the-media-is-at-a-new-low-a-radicalrethink-of-journalism-is-needed-155257
南アフリカのニュースメディアの倫理と信頼性に関する独立したパネルによる最近の
報告が問題を提起している。警察による殺害の申し立てに関する報告書の事実の不正
確さ、ジンバブエ人の違法な強制送還疑惑に関する報告、南アフリカ歳入庁内の「不正
なユニット」の申し立て等である。Global Disinformation Index によれば、南アフリ
カ人の 41％がメディアを信用していないし、70％がフェークニュースを識別できない。
25「マダガスカル：太陽光電池と PC が生徒達に配布されている。」
“Solar powered computers accelerate digital literacy in Madagascar thanks to new
Aceleron and Jirogasy partnership”
35０Nord、２月 26 日
https://allafrica.com/stories/202102260921.html
2030 年までにアフリカ全体で 2 億 3,000 万のデジタルスキルを必要とする仕事が生ま
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れる。という事は、6 億 5,000 万の訓練機会と 1,300 億ドルの市場があるという事であ
る。Jirogasy’s Jirodesk 2 の太陽光によるパソコンと Aceleron の電池が、学校で必要
とされ、デジタルスキルを身に着けた若者達が、自分達の経済的将来を築いて行くこと
になる。英国、米国、世銀などがこのプロジェクトを支援する。サブサハラ地域では、
35％の学校が電力へのアクセスを持ち、89％の生徒がパソコンを持たず、82％がイン
ターネットへアクセスをもたない。マダガスカルでは、国内と東アフリカの毎年１万人
の生徒にパソコンを配布している。
26「マダガスカル：ディディエ ラチラカ元大統領死去」
”Didier Ratsiraka, l’ex-président de Madagascar, est mort”
Le Monde 3 月 28 日
Didier Ratsiraka, l’ex-président de Madagascar, est mort (lemonde.fr)
28 日、1975－91 年と 1997－2002 年の第 2、第 3 共和制下で、大統領を務めたラチラ
カ元大統領 84 歳が病院で亡くなった。フランスのブレスト海軍兵学校 1962 年卒で、
1972 年の暫定政権で外相になり、島の独立の視点から 1960 年に締結したフランス・マダ
ガスカル協力協定の改定交渉で、1973 年にフランス・フラン圏から離脱を果たした。最初
の一党独裁制では社会主義路線を取り、非同盟、北朝鮮など東側に接近、反植民地、大企
業・銀行の国有化を進め、経済の硬直、文化の交代を招いた。地名や教育のマダガスカル
化も進めた。
民主化で退任したが、1997 年に復帰し、構造調整や経済自由化を受け入れた。公金横領や
国家の安全を脅かすと強制労働や禁固刑を課せられたが、2009 年恩赦に与っている。

27「リビア：政府は分断や腐敗の誘惑を乗り越えなければならない」
”Libye : « Le gouvernement doit être exemplaire malgré les divisions et tentations de
corruption »”
Le Monde

3 月 30 日 By Fathi Bashagha 元内務大臣・大統領選候補者

Libye : « Le gouvernement doit être exemplaire malgré les divisions et tentations de
onosuution » (lemonde.fr)
ここ数週間に政治面で国民に希望を与える進展があった。国連のお墨付きで、臨時執行官
が選ばれ、再統合された国会の信任を得た統一国家政府の提示があった。29 日にフランス
は大使館再開を発表し、A.ブリンケン米国務長官は包括的政治プロセスにより紛争を終わ
らせる重要性を訴え、和平の機運は盛り上がった。25 日には、ル・ドリアン仏外相が、独・
伊の同僚とともにリビアを訪問し、国際的な関心の高さを示した。暫定政権は 2020 年 10
月の停戦合意に従い、外国人の戦闘員、傭兵の出国を確保し、12 月 24 日の大統領選挙と国
会議員総選挙を平和裏に実現しなければならない。これまで実施された地方選挙を見る限
り、国政選挙は不可能ではない。
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28「モザンビーク：国軍はイスラム過激派からパルマ市の奪還を試みている」
”Au Mozambique, l’armée tente toujours de reprendre la ville de Palma, tombée
aux mains des groupes djihadistes”
Le Monde/AFP

4月5日

Au Mozambique, l’armée tente toujours de reprendre la ville de Palma, tombée aux
mains des groupes djihadistes (lemonde.fr)
国軍は 3 月 26～27 日の夜イスラム過激派（IS）に奪われた戦略的港湾都市パルマ奪還に
数日来努めている。テロは大規模な天然ガス化プラントから数キロメートル離れた市街地
を襲撃しており、仏トータル社は職員を退避し、プラントの操業を中止している。この 3 年
間のテロの犠牲者は 2600 人。今回国軍はテロリスト 10 数人を掃討している。
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お役立ち資料
１ 「アフリカ統計年鑑 2020」
“African Statistical Yearbook 2020”
AfDB、ECA, AUC, 2021 .1. 12
https://www.afdb.org/en/documents/african-statistical-yearbook-2020
・ この年鑑は４４３ページで、英語と仏語で記されている。
・ 構成は最初に諸統計の説明が下記の通りにある。アフリカ全体の
諸統計の傾向等の説明はない。
Ⅰ. 社会、人口 指標―人口、健康、教育
Ⅱ. 国民所得―

GDP, GDP 経済活動別、GDP 支出別

Ⅲ.インフレション

Ⅳ. 農業

V. 鉱業

Ⅵ. エネルギー

Ⅶ. 観光、インフラ

Ⅷ. 財政、金融

Ⅸ. 貿易
・ 統計年鑑には珍しいことであるが、
「アフリカにおける不正金融フロー(IFF)対策」
一章が設けられている。
１.アフリカにおける金融の活性化と不正金融フロー,
3．IFF と商業活動

2. IFF の当事者、

４．IFF と犯罪、 5.IFF の取り締まり、

6. IFF との戦いの課題、 ７．アフリカにおける IFF 抑制、
8. 国内資源の動員、

９． 政策提案、 10. 資金洗浄対策

11．アフリカ政府、地域組織、援助国、 12 南南協力
13. 結論と提案
・Section I

諸統計のサマリー表、アフリカ全国が対象

・Section Ⅱ 各国別統計
２ 「世界の自由 2021」
“Freedom in the World 2021”
Freedom House
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/FIW2021_World_02252021_FINALweb-upload.pdf
・15 年間継続して「自由」は縮小している。
2020 年はパンデミックと暴力的な紛争が世界を震撼させた。民主主義の擁護政権は
権威主義的な政権とぶつかり、そのバランスは専制的な政権に傾いているように思
われる。このような傾向は過去１５年間継続していると観察できる。現職の指導者達
は、色々な口実を使って反対派を粉砕し、勝利している。国際的な支援を欠く活動家
は、懲役刑、拷問、殺人に直面することもある。2006 年以来、悪化している国は改
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善した国を上回っている。長い民主的な不況が継続している、と言える。

（数字は国の数）
・COVID-19 の影響。
2020 年初頭からのパンデミックは、世界的な「自由」の縮小を加速している。選挙、
法の支配、集会や移動の自由に関する制限が実施された。民主主義国も専制支配国も
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ウイルスとの戦いには成功と失敗を重ねている。専制支配の国の国民は、政府への抵
抗する手段に欠けていると言えないこともない。 現在までのところ、パンデミック
による社会の変化は多く、所得、生活水準、人口動態、人種差別、ジェンダー差別等
を挙げることが出来るが、一番深刻なのは政治の変化ではなかろうか。
・サブサハラ・地域における変化。
民主化の進歩として、マラウイの選挙を挙げることが出来よう。最高裁による大統領
選結果の無効を受けて、再選挙が 2019 年に無事に行われた。スーダンにおける民衆
的な諸改革：アカデミックの自由、FGM の禁止、女性の海外旅行の緩和等である。
しかし、多くの国で移動の自由の制限、暴力的な選挙、現職大統領の長い任期の更な
る延長も観察された。エチオピア、カメルーン、モンザンビークにおける国内避難民
の発生も指摘できる。

３ 「2021 年に向けたアフリカへ提言」
“FORESIGHT AFRICA 2021”
Brookings Institute
https://www.brookings.edu/research/foresight-africa-2021/

アウトライン

https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2021/01/foresightafrica2021_fullreport.pdf

本文

・この論文は 2021 年のアフリカにおける最優先事項を選んでいる。強力で、 持続可能
な、成功したアフリカを望むアフリカ人と世界中の人々のために用意した。今後一年間
のアフリカにおける開発政策やその実践に影響を及ぼす主要な課題に関する対話を促
進することを希望する。
（以下は各章の簡単な内容紹介です。各章は政策提言を含んでおり、提言は
一読の価値があると思います。
）
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第１章 アフリカ経済のリセット、
アフリカの成長していた経済は、パンデミックによる世界経済の影響を大きく受け
た。アフリカ経済の大部分であるインフォーマル部門への打撃は大きい。アフリカの政
策立案者達は、パンデミックを機会ととらえ、経済のリセットを計画し、以前より強い
経済の建設を目指すべきである。
第２章 公衆衛生へのサポート：次のパンデミックに備える、
COVID-19 の感染を収束し、人々の健康を確保しなければならない。アフリカはし
ばし感染症による損害を受けている。次の感染症が来ることを想定し、保健医療システ
ムの拡大、充実を図る必要がある。
第３章 人材開発：脆弱な人口の保護、
最近アフリカは保健衛生、教育の分野で大きな前進を遂げている。そのモーメンタム
を失わないことが大切である。特に女性の役割は対パンデミックでも大きい。アフリカ
女性の長期的な支援を計画すべきであろう。
第４章 民間部門のリーダーシップ:ビジネスの構築と雇用の創出、
人材、ビジネス、資源への投資なしには経済成長はありえない。新たなビジネスモデ
ルの構築、アフリカのユニークな強靭さを発見し、パンデミック後の経済再建に取り組
むべきである。特に民間部門の成長は検討されるべきである。
第５章 大陸の統合：活性化するアフリカを統合、
アフリカのビジネスの成長にとって地域的結束と経済的統合は、今まで以上に重要
な要素である。アフリカ大陸自由貿易協定はパンデミックのために一時的に足踏み状
態であるが、引き続きその再開に努力すべきである。アフリカ諸国の国境を容易に超え
ることが出来れば、アフリカの外への依存関係を少なくすることが出来る。団結したア
フリカのための提案が提示されている。
第６章 良いガバナンス: 人々とリーダーとの間の信頼の構築、
複雑な保健衛生と経済成長を裏付けるものが、良いガバナンスである。民主的な諸制
度の強化、公正な選挙、包括的な改革が安全で生産的な社会を維持する鍵である。政府
と国民の信頼関係が必須である。政府と国民の関係は非常に複雑である、特に危機の中
では政府が効果的に、平等に、包括的に機能するための提言を提示する。

４―アフリカの COVID-19 感染者数とワクチン接種状況
４－１ 国別 COVID-19 感染統計（感染者、回復者、死亡）
Covid-19 Cases in Africa
https://allafrica.com/coronavirus/#covid19-map
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４－２ 国別 COVID-19 ワクチン接種状況
https://theconversation.com/interested-in-vaccine-rollouts-across-africa-heres-a-map-toguide-you-156802

URL を開くと当日の統計が示される。
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上杉

正章

株式会社トロムソ

代表取締役社長 に聞く

―自社の技術を磨き上げ、SDGs に貢献しながら世界のニーズに応えたい―

1975 年 広島県因島生まれ
1993 年 広島県立因島高校卒業
2012 年 株式会社トロムソに入社し、営業・技術に従事
2017 年 執行役員・営業部長就任
2019 年～現職

（ https://tromso.co.jp/ ）
――造船不況と人口減少を目の当たりにして、新しいモノづくりに挑戦
上杉：ここ因島は造船業で栄えた島で、今から 30 年前は人口も 5 万人を超えていましたが、
造船業は衰退し不況が続くなか、人口は半減しています。
創業者の橋本は造船設備に関連する熱交換器を製造するハリソン産業因島の社長でした。
40 年の歴史をもつメーカーでしたが、退職後に新しい安定したモノづくりに挑戦したいと
考えて始めたのがトロムソです。
広島の県北は米どころで友人の農家さんからもみ殻の処分に困っていると聞いたことが
ヒントになりました。日本国内全域でもみ殻が大量に廃棄されていることがわかり、もみ殻
固形燃料製造装置「グラインドミル」を開発しました。今から約 13 年前です。
この「グラインドミル」は、もみ殻を原材料として、カーボンニュートラルのもみ殻固形
燃料『モミガライト』と、畜産資材として利用可能な『すり潰しもみ殻』を生産できます。
造船業のノウハウを活用し部品表面に特殊なコーティングを施すことでコアパーツの耐久
性向上を実現して主要部品の耐久時間は 300～1,000 時間となりました。海外によくあるブ
リケット機は、約 48 時間で部品の交換が必要です。このような技術力が認められ UNIDO
ウェブサイトの環境技術データベース STePP（サステナブル技術普及プラットフォーム）
に 2016 年より登録されています。
（ http://www.unido.or.jp/news/3763/ ）
ある日 JICA 中国より海外からの研修生の工場見学依頼があり、30 名の見学をお受けし
ました。アフリカ出身の研修生も数人おられその中の 1 人の方が真剣に「この装置を自分
の国にほしい」と熱く語ってくださったのがアフリカを目指す大きなきっかけになりまし
た。
――アフリカでも森林伐採による環境破壊が進んでいる
上杉：アフリカでは、調理などの燃料に木炭が使われ、森林減少、違法伐採の要因になって
います。日本政府はネリカ米などの米作支援を 20 年以上前から行っています。もみ殻が原
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料の燃料をつくれば、環境破壊を食い止め
ることに多少なりともお役に立てるので
はと思い JICA の案件化調査にトライし
ました。1 年後に採択されて、そこで初め
て「アフリカのタンザニアに行くんだ。
」
という実感がわいたというのが正直なと
ころです。私は当時現場で装置の組み立て
をしていたので、
「タンザニアってどんな
国なのだろう？」と好奇心一杯で情報収集
を始めました。
タンザニアの水田風景

――タンザニアで技術移転を目指す
上杉：2013 年の案件化調査で行ったタンザニアではもみ殻がビルの 2～3 階の高さまで積
み上がっていて、これは「グラインドミル」が必要だと感じました。また、森林伐採の現状
や日常の煮炊きの約 9 割で固形燃料を使用していることもわかりました。
「グラインドミル」を現地の技術で組み立てられるようにする技術移転が最終目標です。
実際にタンザニアに「グラインドミル」を 1 台送ってダルエスサラーム工科大学で大学の
先生や関係者を招待してデモンストレーションを行いました。彼らがどれほどの関心があ
るのか、現地の薪の価格とモミガライトを現地で作った場合の価格、町工場の設備、現地の
溶接技術のレベル、を調査しました。感触はよかったので、その先に進むための報告書をま
とめて普及実証事業へ進みました。
――普及実証事業で技術移転が完了
上杉：タンザニアに装置 8 台入れることになり、4 台はタンザニア人技術者に日本に来ても
らって、当社の工場で日本の機材を使って 2 週間かけて組み立て指導を行いました。組み
立てた 4 台はタンザニアに輸出、残り 4 台はパーツのまま輸出してタンザニアの彼らの工

タンザニアで「グラインドミル」を組み立てる
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場にある機材で彼ら自身の復習を兼ねて組み立ててもらいました。8 台インストールして事
業は終了、技術移転は完了しましたが、販売網の拡大には至らず課題は残ったというのが正
直なところでした。
――タンザニア事業をきっかけにアフリカにトロムソの名前が広まる
上杉：このタンザニア事業のことを、JICA、JETRO、UNIDO さんでとりあげていただき、
トロムソの名前は広まりました。
ナイジェリアから日本政府に要請があって、ODA で「グラインドミル」7 台を納品しま
した。
また先程申し上げた UNIDO ウェブサイト（ http://www.unido.or.jp/news/3763/ ）
をご覧になったマダガスカルの企業から直接問い合わせが来て今 3 台入っています。
――マダガスカルとのご縁、TICAD7 では大統領夫妻がトロムソのブースに
上杉：遠いマダガスカルからメールベースのやり取りだけでなぜ数百万円もする機械が売
れたのかというと、販売相手はエッセンシャルオイルを生産するドイツ系企業で環境意識
が高いこと、またマダガスカル政府は、オイルを精製する際、薪をボイラー燃料につかうの
なら使った分の植林を法律で義務付けていることが背景にあって、コスト高を懸念してい
たところ、トロムソの技術を UNIDO のウェブサイトでみつけ照会したとのことでした。
タンザニアではモミガライトの販路の確保までお手伝いできなかった心残りがありまし
た。マダガスカルでは産業用の燃料生産のためにこの機械が入るので商売の広がりを感じ、
マダガスカルにも足を運び、現地大使館の方とも意見交換させていただきました。TICAD7
が横浜で開催され、大統領が当社のことを耳にされていたようで、ブースにお立ち寄りくだ
さったというわけです。

（左）TICAD7 で当社のブース （右）マダガスカル大統領夫妻に説明
――アフリカリスクは回避できる、コロナで新しい事業展開も可能
上杉：皆さんのお力添えでここまでこられたと思っています。JICA、JETRO、UNIDO さ
んに続き NEXI さんからもお声がけいただきました。当社は商品代金の前払いを徹底して
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いますが、貿易保険の枠組みをつかえば代金の回収にも適用できるそうです。
最初のタンザニア案件の時も現地の青年海外協力隊員の力なくしては最後までやり遂げ
ることは難しかったと思います。私どもの限られた人材 7 名の中で現地に駐在員を常駐さ
せることはできない状況でしたが、我々が帰国した後は協力隊の方にフォローアップをお
願いして進めることができました。
セネガル向けに昨年 2 台ご成約いただき、現在海上輸送中で 5 月には現地に着く予定で
す。操業にあたって研修が必要ですが、タンザニアで育ったスタッフにセネガルへ行っても
らうことを考えています。コロナで日本から直接行くのが難しくても、アフリカで育てた人
材を活かして、アフリカで横展開したいと思います。
――「もみ殻ってすごいんだよ」とアピールし続けたい
上杉：続いて当社ではもみ殻活性炭入りの浄水器を開発、生産・販売しています。用途によ
ってはヤシ殻活性炭より性能で上回っていて、UNIDO の STePP（サステナブル技術普及
プラットフォーム）にも登録されました。広島県とベトナムの南部のソクチャン省は低炭素
社会実現の技術移転で MOU を結んでいる姉妹都市で 2 年前から環境省の脱炭素社会実現
のための都市間連携事業というプロジェクトに当社の製品が 2 年連続採択されました。ソ
クチャン省の学校と病院 200 か所 5 月から浄水器設置を開始します。
当社はもみ殻加工に特化したオンリーワン企業であり、アフリカにも潤沢なコネクショ
ンを保有することが強みです。もみ殻はただ燃料にするだけではなく燃料が炭になり、もみ
殻活性炭で浄水器ができ、それを発展途上国でもっとつかってもらい、彼らの生活がよい方
向にむかっていってくれればと願っています。
週に一回はマダガスカル、タンザニア、ウガンダ、ウィーンの UNIDO と結んでオンライ
ン会議を開いています。当社のウェブサイトも 3 か国語でリニューアルしました。
（ https://tromso.co.jp/ ）
アフリカと聞いて、遠い、治安が悪いと思われるかもしれませんが、一回行ってみて自分
で確かめるのが一番いいと思います。
私自身はコロナが落ち着いて早く行き
たいと思う日々です。
当社のスタッフは優秀です。学生時
代アフリカでインターン経験があるス
タッフもいて、彼は帰国後、自ら売り込
んできて採用しました。
私にも夢があり、若い方にも夢があ
る。お互いの夢をかなえるために一緒
に一生懸命がんばって、彼らの夢をも
っと実現できるように応援したいと考
えています。
タンザニアの子どもたちと

（インタビュアー：清水 眞理子）

28

アフリカ映画情報
特別研究員 高倍 宣義
★映画祭

☆公開予定

＊上映中

2 回目のコロナ緊急事態宣言解除により 20 時までの上映制限はとれ、劇場の席も減らさ
なくてよくなった。
☆「ハウス・イン・ザ・フィールズ」House in the Fields

T.ハディド監督

モロッコのアトラス山脈に暮らすアマジクの姉妹、家族と村人の秋冬春夏を通した生活と、
学業をやめ結婚する姉と裁判官志望の妹が味わう寂しさと不安を丁寧に捉えた民族誌的ド
キュメンタリー。盛大な姉のアマジグ色あふれる盛大な結婚式が圧巻！
4 月 9 日～ アップリンク渋谷/吉祥寺 他順次
映画『ハウス・イン・ザ・フィールズ』公式サイト (uplink.co.jp)
☆「戦火のランナー」Runner ビル・ギャラガー監督
7 歳で南スーダンの分離独立戦争を逃れ、難民としてアメリカに渡った若者が、高校、大
学で長距離ランナーとしての素質を見出され、2012 年のロンドン、16 年のリオとオリンピ
ックに 2 度出場する。最初は IOC の特別枠で、リオはカナダでの最後の選抜大会で勝って。
戦争が終わり、生まれたばかりの脆弱な国家を背負っての世界大会出場が国民にとって重
要かが伝わってくる。南スーダンの誕生、首都ジュバの様子も紹介される。
6 月 5 日～ シアター・イメージフォーラム 映画『戦火のランナー』公式サイト – 僕は
今日も走る。希望を届けるために。 (unitedpeople.jp)
★『イスラム映画祭６』 Islamic Films Festival

Top (islamicff.com)

今年は、３作品が上映されている。名古屋は終わり、5 月は神戸。東京での再上映は未定。
＋「汝は二十歳で死ぬ」アムシャド・アブ・アラー監督 （スーダン・エジプト）
スーフィズムが根付く社会で運命を縛られた若者を通して生死、信仰、自由を考える。
＋「ラシーダ」ヤシーナ・バシール＝シューイフ監督 （アルジェリア）
1990 年代のアルジェでテロの脅威下で女性教師の生きざまを題材にした女性監督の作品。
＋「長い旅」イスマエル・フェルナ監督 （モロッコ）
フランス育ちの息子が敬虔なムスリムの父親と 7 か国をまたぐメッカ巡礼を果たすロード
ムービー。
★『第 93 回アカデミー賞 2021』
今年はコロナの影響で日程が遅れ、最終審査や授賞式は 4 月下旬になる。
作品賞候補に「Judas and the Black Messiah」が、また、
「マ・レイニーのブラックボト
ム」のチャドウィック・ポーズマンが主演男優賞候補に上がっている。
外国からの推薦作品が対象の国際映画賞 Best International Feature Film では、フィ
リップ・ラコート監督作「Night of the Kings」は、独自の掟と儀式が支配するコートジボ
ワールのアビジャンの刑務所 La MACA を舞台にしたドラマだが、ショートリストに残ら
なかった。Night of the Kings (imdb.com)
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アフリカ協会からのご案内
事務局長 成島
―協

会

日

利晴

誌―

4 月に入り今年は例年より暖かい日が多いせいか、桜の花も既に満開を過ぎ、地上に花び
らが舞う季節になりました。
新型コロナウィルスによる感染（COVID-19）は、首都圏で 3 月 21 日に緊急事態宣言が解
除となりましたが、他方大阪・宮城などを中心に感染者が拡大し蔓延防止等重点措置が拡
大防止のため適用されることとなりました。
経済活動の停止により感染者が減少しても、活動の再開と共に感染もまた拡大するとい
う状況で、中々先行きが見通せませんがワクチンの普及とともに早期の収束に向かって
欲しいと期待しております。
当協会も、月刊アフリカニュースの配信及び機関誌「アフリカ」の発行のみに限定してお
りましたが、3 月 16 日に 60 周年記念シンポジウムを開催致しました。今後は徐々に活動
を再開していく所存でおりますので、皆様には引き続きご支援とご協力を頂けますよう
宜しくお願い申し上げます。
尚、当事務所は現在通常業務に戻っております（但し終業時間は午後 16 時）ので、
宜しくお願い致します。
3 月 15 日～4 月 14 日
3 月 16 日 「アフリカ協会創立 60 周年記念シンポジウム」
日時：3 月 16 日（火）14 時 30 分～16 時 30 分
場所：国際文化会館

地下 1 階 岩崎小弥太記念ホール

WEB 同時開催
テーマ：
「これからのアフリカを考える－アフリカ協会の 60 年を振り返って」
基調講演：アフリカ協会 会長 松浦晃一郎
対談：モデレーター：アフリカ協会 理事長
パネリスト ：外務省アフリカ部 部長

大島賢三
米谷光司

経済同友会アフリカ開発支援戦略 PT 委員長 岩井睦雄
衆議院議員・日 AU 友好議員連盟会長代行

三原朝彦

長崎大学大学院 教授

池上清子

アフリカ協会 顧問（ビデオメッセージ）

佐藤芳之

2020 年は、発足以来 60 年の節目の年にあたるが、この節目にアフリカ協会の 60 年
を振り返り且つ新たなる一歩を踏み出すために記念シンポジウムを開催した。新型
コロナの影響を考慮し、出席者の人数制限を行うと共に WEB 開催も併せて企画した
結果、出席者 65 名、WEB 視聴者 42 名の方々にご参加を頂いた。
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3 月 23 日 「第 6 回 理事会」
日時：3 月 23 日（火）14 時 30 分から 16 時
場所：国際文化会館 4 階

403・404 号室

今後の予定
4 月 15 日 「アフリカ－タンザニアでの起業挑戦 Webinar」
日時：4 月 15 日（木）20 時から 21 時予定
場所：ZOOM
主催：WATATU 株式会社
概要：タンザニアの青年海外協力隊にて活動した OB3 人が、新たにタンザニアの
小規模農家が抱える課題を解決しようと設立した WATATU 株式会社の活動内容
を共有・共感して頂く目的で開催するもの。
【当協会は本 Webinar を後援しています。
】
4 月 17 日 「オンラインホープ・ナイト企画 4 月」
日時：4 月 17 日（土）11 時から 12 時 30 分予定
場所：ZOOM
主催：ホープ・インターナショナル開発機構
概要：エチオピア独自のスパイスであるバルバレを使った鶏肉の煮込み料理をの
クッキングを通してエチオピアの食文化を身近に感じるイベント。
【当協会は本イベントを後援しています。
】
4 月 25 日 「インクルージョンフェスティバル 2021 オープニングセレモニー」
日時：4 月 25 日（日）13 時 30 分から 16 時予定
場所：羽田空港国際線ターミナル４F TIAT SKY HALL
主催：インクルージョン実行委員会
概要：インクルージョン実行委員会が 4 月 16 日から 11 月 14 日にかけて全国 28 空
港にて開催する「インクルージョンフェスティバル 2021」のオープニングセ
レモニーを羽田空港にて開催する。原丈二内閣府参与や阿部一彦障害者政策
委員の講演の後、障害児童生徒のアート展などのセレモニーを開催する。
【当協会は本事業を後援しています。
】

4 月 29 日 「2021 年度チャレンジ企画～オンライン対談シリーズ」
アフリカ協会の 2021 年度チャレンジ企画として、4 月からオンライン対談シリーズ
“Proudly from Africa 〜 アフリカのロールモデルの話を聞く” の配信を開始。
アフリカのデザイナー、メーカー、起業家、コミュニティ開発当事者などの現地のロ
ールモデルをオンラインでゲストとして招待し、一時間の対談機会を通じ、日本では
まだまだ知られていないアフリカ地場発の取り組みや彼らの想い・考えを深掘りす
るもの。Facebook ライブのコメント欄への質問にも、リアルタイムでゲストにより
回答する。
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日時： 2021 年 4 月 29 日（木）20:00〜21:00
場所： Facebook ライブ
※アフリカ協会の Facebook ページを👍すると、当日配信開始時に通知する。
参加費： 無料
第 1 回テーマ：アフリカコスメ〜コロナに負けないレジリエンス
ゲスト：SKIN GOURMET 代表 Violet Awo Amoabeng（ガーナより登壇）
内容：
ガーナで最終生産までを手がけるナチュラルコスメ・食品ブランドの SKIN
GOURMET を 2014 年に創業した Violet Awo Amoabeng 氏をゲストに迎え、生産現場
の様子を
ガーナの工場から実況中継してもらいながら、コロナ禍で新たに展開し始めた取
り組みや将来への展望について話を聞く。
ナビゲーター兼通訳：株式会社 SKYAH 代表 原ゆかり（アフリカ協会個人会員）
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服部禮次郎アフリカ基金
一般社団法人アフリカ協会は、管理・運営している本基金について、2021 年度の助成申請
の受付を開始致します。多数のご応募をお待ちしています。
服部禮次郎アフリカ基金（2021 年度）
目的： 日本とアフリカ諸国の相互理解と繁栄を支援致します。
助成（一部助成）対象事業：
・アフリカ諸国における人道援助等への助成、経済・技術・文化交流等への助成
・アフリカ諸国に関する資料の整備、調査研究活動への助成
・日本におけるアフリカ理解促進のための事業への助成
助成金額：2021 年度助成総額は 100 万円（助成件数は 1〜2 件）
助成対象事業の実施期間：原則として 1 年間
報告の義務：助成金受給者は、助成対象事業の実施期間終了後 3 ヵ月以内に、事業の経過及
び結果、並びに助成金使途報告書を事務局宛提出。尚事務局は別途機関誌掲載
の為の報告書の提出を要請する場合があります。
選考方法：アフリカ協会の理事会で選任された 6 名の基金・事業選定委員会で厳正に審査・
選考いたします。
応募方法：所定の申請書および推薦書（原則 2 通）に必要事項を記入の上、事務局に提出
願います。尚申請書提出後、基金・事業選定委員会による申請者インタビュー
に出席頂きます。
応募締切日：2021 年 9 月 30 日（木）
助成金交付時期：2021 年 12 月末（予定）
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サブサハラ・アフリカ奨学基金
一般社団法人アフリカ協会は、管理・運営している本基金について、2021 年度の助成申請
の受付を開始致します。多数のご応募をお待ちしています。
サブサハラ・アフリカ奨学基金（2021 年度上期）
目的： 日本とサブサハラ諸国の民間、友好親善に寄与することを目的とします。
助成（一部助成）対象者：サハラ砂漠以南のアフリカで、勉学・研究を志す就学者及び
研究者
助成金額：2021 年度上期総額は 100 万円（１〜2 名）
助成対象事業の実施期間：原則として 1 年間
報告の義務：助成金受給者は、助成対象実施期間終了後 3 ヵ月以内に、経過及び結果、並び
に助成金使途報告書を事務局宛提出。尚事務局は別途機関誌掲載の為の報告
書の提出を要請する場合があります。
選考方法：アフリカ協会の理事会で選任された 6 名の基金・事業選定委員会で厳正に審査・
選考いたします。
応募方法：所定の申請書および推薦書（原則 2 通）に必要事項を記入の上、事務局に提出
願います。尚申請書提出後、基金・事業選定委員会による申請者インタビュー
に出席頂きます。
応募締切日：2021 年 6 月 30 日（水）
助成金交付時期：2021 年 9 月末（予定）
事務局：郵送先：〒105-0003 東京都港区西新橋 3‐23‐6 第一白川ビル
一般社団法人 アフリカ協会
TEL: 03‐5408-3462
E-Mail: info@africasociety.or.jp
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第 7 回懸賞論文募集
当協会では、アフリカに強く関心を持ち研究活動を行っている方々を支援するために、
下記の要領で 2021 年度の懸賞論文を募集いたします。多数のご応募をお待ちします。
応募要項
１

目的

若手研究者のさまざまな研究成果を募り優秀な作品を発表することによって、
多くの皆様にアフリカに関する一層の関心を高めてもらうことを目的とします。

２ 懸賞論文のテーマ
『アフリカの経済・社会開発に関する諸研究』
３．応募資格 原則として 39 歳までの研究者（院生・大学生を含む）
・企業従事者等
４．応募作品 日本語 8,000 字～12,000 字以内（2020 年 4 月以降執筆されたもので
他誌への既発表分も応募可能）
５．提出要項 Word 形式の原稿データ及びＡ４用紙にプリントアウト（写真・図表を含む）
注）応募原稿の表紙に、必ずタイトル・住所・氏名・年齢・職業・研究略歴・
連絡先（電話番号・メールアドレス）を記載
1,000 字程度のレジメを併せて提出
応募原稿の表紙・参考文献は各々1 ページ以内とし、字数制限には含まない
６．応募締切 2021 年 10 月 29 日(金)必着
ただし、原稿に関して予め有識者のコメントを要望される方は 9 月 30 日ま
でに提出のこと（コメント反映後の再提出期日は改めてご連絡します。）
７．応募方法 下記提出先にメール送信の上、郵送のこと
８．賞

優秀賞

（1 点）
： 副賞 賞金 30 万円

佳作

（2 点）
： 副賞 賞金 5 万円

（尚、優秀作品は機関誌「アフリカ」2021 年春号に掲載予定）
９．審査委員 審査委員長として大島賢三アフリカ協会理事長（元国連大使）及び
有識者数名
10．審査発表及び表彰 2022 年 1 月 31 日予定
（審査経過及び結果については問合せ不可）
11．注意事項 応募作品の返却は不可
入賞作品の著作権、版権は当協会に帰属
12．提出先・問合せ先 メール：info@africasociety.or.jp

ＴＥＬ：03‐5408-3462

郵送：〒105-0003 東京都港区西新橋 3‐23‐6 第 1 白川ビル 2 階
一般社団法人 アフリカ協会
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第 5 回高校生エッセイコンテスト
主催：アフリカ協会
協賛：セイコーホールディングス株式会社
当協会では、アフリカに強く関心を持っている高校生を支援するために、下記の要領で 2020
年度のエッセイコンテストを募集いたします。多数のご応募をお待ちします。
応募要項
１

目的

高校生のアフリカへの関心をエッセイとして発表することを通じて、多くの若
い方々にアフリカに関する一層の関心を高めることを目的とします。

２ 懸賞論文のテーマ
『 アフリカについて 』
（
「アフリカと私」など、身近にあるアフリカとの関りでも構いません。）
３．応募資格 原則として高校在学中の学生及びグループ等
４．応募作品 日本語 4,000 字から 6,000 字以内
５．提出要項 Word 形式の原稿データ及びＡ４用紙にプリントアウト（写真・図表を含む）
注）応募原稿の表紙に、必ず、タイトル・住所・氏名・年齢・学校名・学年・連
絡先（電話番号・メールアドレス）を記載
応募原稿の表紙・参考文献は各々1 ページ以内とし、字数制限には含まない
６．応募締切 2021 年 10 月 29 日(金)必着
７．応募方法 下記提出先に、メール送信の上、郵送のこと
８．賞

優秀賞

（1 点）
： 副賞 賞金 10 万円又は相当物品

佳作賞

（3 点）
： 副賞 賞金 2 万円又は相当物品

参加賞
（尚、優秀作品は、当協会発行の機関誌「アフリカ」2022 年春号に掲載予定）
９．審査委員 審査委員長として大島賢三アフリカ協会理事長（元国連大使）及び
有識者数名
10．審査発表及び表彰 2022 年 1 月 31 日予定
（審査経過及び結果については問合せ不可）
11．注意事項 応募作品の返却は不可
入賞作品の著作権、版権は当協会に帰属
12．提出先・問合せ先 メール：info@africasociety.or.jp

ＴＥＬ：03‐5408-3462

郵送：〒105-0003 東京都港区西新橋 3‐23‐6 第 1 白川ビル 2 階
一般社団法人 アフリカ協会
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