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アンゴラ月報（2014年 4月） 

 

【内政】  
●国防大臣及び元兵士退役軍人大臣の任命。  
●第６回経済閣僚委員会―最低賃金、国勢調査、金融システム安定化。 
【外政】  
●ドス・サントス大統領、フランス及びバチカンを公式訪問。 
●マリ大統領、アンゴラを公式訪問。  
●米国務次官補及び大湖地域特使の来訪―中央アフリカ及び大湖地域情勢。 
●ロシアと政治・外交定期協議に関する覚書に署名。 
【経済】  
●主要経済指標発表。  
●石油・鉱物資源関連情報発表。 
●投資庁、19 件の民間投資契約。 
●第１四半期対中貿易額の上昇。  
●ルアンダ港の貨物搬入の迅速化―待機時間８割の削減。 
●証券取引所設立に関する草案の公表。  
●ルアンダ海上交通の開通。 
http://www.angola.emb-japan.go.jp/document/report/201404angola_report.pdf 
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セネガル月報（2014 年 4 月） 
 

 【内政】   
●7 日、国民議会において選挙法の改正案が賛成多数で可決された。  
●16 日、財の不正取得抑制のための監査院（CREI）予審部は、カリム・ワッド元大臣の拘

留期限終了に際し、予審の終了及び 2 か月後に同元大臣を起訴する旨発表した。  
●25 日、ワッド前大統領は政権交代後約 2 年ぶりにセネガルに帰国した。 
●3 日、独立 54 周年記念式典。 
●28 日、2013 年国勢調査仮結果発表。 
 【外政】  
●1 日、サル大統領は訪独、バ経済・財政相、セック・エネルギー相、80 名の民間投資家

と協議。 
●13 日から 15 日にかけて、ケイタ・マリ大統領が就任後初めてセネガルを訪問した。  
●8 日、ファル特別法廷検事はハブレ元チャド大統領裁判の見通しについて、2014 年は予

審に当てられ、本裁判は予審期間の延長が行われなければ 2015 年 4 月から行われる旨述

べた。 
●19 日、ガンビア当局はセネガルとの国境の一部を閉鎖した。  
 【経済】  
●世銀の報告書によると、2013 年の経済成長率は政府が想定していた 4％を下回る 3.7％
にとどまった。国家人口統計局の発表した成長率はこれをさらに下回る 2.6％、バ経済・財

政大臣の発表によると 3.5％となっている。 
●IMF が発表した 2013 年の UEMOA 加盟諸国の経済に関する報告書よるとセネガルに

おける政府支出の効率性は改善しておらず低予算で効率よく収益を上げる投資行う必要が

あるとのこと。 
●政府はセネガル化学産業公社（ICS）、バス会社 Dakar Dem Dikk、ホテル King Fahd 
Palace、セネガル・エアラインズ、アフリカ石油精製公社（SAR）、鉄道部門等、経営難に

陥っている国営・準国営企業の救済計画実施を決定した。  
http://www.sn.emb-japan.go.jp/pdf/jp/sn/geppou1404.pdf 
 

タンザニア・ビジネスニュース（2014 年 4 月） 
 

[4 月上半期] 
(1)天然ガス埋蔵量、増加の見込み。 
(2)キクウェテ大統領、天然ガスの収入運用管理のための国家ファンドの設立を提案。 
(3)英国、対タンザニア支援の強化を約束。 
(4)モバイル金融サービスの利用率上昇。 
(5)第 4 回 EU-アフリカ首脳会議の開催。 
(6)英国企業のタンザニア訪問。 
(7)タンザニアの貿易物流、低評価。 
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(8)3 月のインフレ率、小幅上昇。 
(9)タンザニア標準局、粗悪品の輸入規制強化。 
(10)通勤電車路線の拡張。 
(11)タンガフレッシュ社、牛乳の生産能力を倍増。 
(12)天然ガス採掘企業に対する超過利潤税を検討。 
http://www.tz.emb-japan.go.jp/tanzania/news/2014041h.htm 
[4 月下半期] 
(1)キバハ教育センター、民間企業と養鶏事業を開始。 
(2)大麦農家の生産性向上のためのトレーニング提供。 
(3)マニャラ州ババティ県、ゴマ生産性世界最高。 
(4)世界 IT ネットワーク整備指数、タンザニアは第 125 位。 
(5)EAC 地域越境道路計画、11 月に建設開始予定。 
(6)世銀、タンザニア鉄道事業に対する 3 億ドルの融資を承認。 
(7)タンザニア・中国国交樹立 50 周年。 
(8)タンザニア初のプライベート・エクイティ・ファンド設立。 
http://www.tz.emb-japan.go.jp/tanzania/news/2014042h.htm 
 

南アフリカ月報（2014 年 4 月） 
 

【内政】  
●2 日、ズマ大統領によるヌカンドラ報告書に対する回答。 
●4 日、ヨハネスブルグ高等裁判所によるバビ COSATU 事務局長停職処分は不当との判決  
●4 日、ヨハネスブルグ高等裁判所、ANC による DA の SMS 差止申請を却下。  
●8 日、諸野党（UDM、IFP、EFF、ACDP、UCDP、Azapo 等）によるＩＥＣ委員長辞

職要求。  
●23 日、大統領就任式日程の発表。  
●23 日、ヌカクラ国防・退役軍人大臣による国防政策スピーチ。  
【外交】  
●1-4 日、マシャバネ国際関係･協力大臣、第４回アフリカ-ＥＵサミット出席のため、ブリ

ュッセル訪問。  
●14 日、南ア・ギニア合同協力委員会の開催。  
●16 日、第 2 回コンゴ(共)-南ア合同協力委員会の開催。  
●15-16 日、ラマポーザＡＮＣ副総裁、特使として二度目の南スーダン訪問。  
●23-26 日、モトランテ副大統領、英国を公式実務訪問。  
【経済】  
●消費者物価指数（CPI）は、2 月、1 月の 5.9％から 6.0％へと上昇。  
●小売業の成長は 2 月、直近 4 ヶ月の中で最低の成長率。  
●犯罪、汚職及び治安維持は、コスト高及び低収益と並んで、南アフリカへの投資を検討

している投資家の投資意欲を減退させている。 
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●ナイジェリア、南アの GDP を抜いてアフリカで１位、これはナイジェリアの GDP 計算

のベース変更による。 
http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/downloads/SANews/April_2014.pdf 

 
モザンビーク月報（2014 年 4 月） 

 
【内政】  
●マプトにて再開された政府・レナモ間対話において、レナモ武装グループの襲撃停止・

非武装化・社会経済への統合のための対話に参加する国際オブザーバーの任期は 135 日間

で合意された。一方で，その後レナモ側は更に国防・公安機関における公平な非政党化を

求めたが、政府側は容認せず、交渉は纏まっていない。  
●1 日未明、レナモと見られる武装勢力が VALE 社の鉄道を襲撃し、1 名が負傷。レナモ

側は、同関与を否定。  
【外交】  
●ゲブーザ大統領は第 4 回 EU アフリカ・サミット出席のためブリュッセルを訪問。欧州

委員会は、モザンビークへの 7 億ユーロの支援を行うことを約束。  
【経済】  
●伊 ENI 社は、ロヴマ沖 Area 4 の権益の 15％を売却する意向。推定額は約 50 億ドル。  
●Anadarko Ptroleum 社は、カボ･デルガード州パルマにて”on shore”開発調査の準備

を進めている。順調に準備が整えば、8 月にも調査が開始される予定。  
●29 日、マプトにてタイポ労働大臣は、閣議において労働審議会で合意された最低賃金改

定案が採択された旨表明。同改定率は 3.15～20.4％、今年 4 月 1 日付にて有効。 
●モザンビーク港湾鉄道会社の 2013 年度貨物取扱量は、港 18.3％増、鉄道 21.2％増を記

録した。 
http://www.mz.emb-japan.go.jp/1404.pdf 
 

モロッコ政治月報・経済日誌（2014 年 4 月） 
 

 【内政・政局】  
●11 日、国会春会期の開会及び新衆議院議長の選出。 
●24 日、補欠選挙における与党の敗北―当地インターネット紙 H24info は、今回の選挙は

PJD への支持率を測るものであり、結果は PJD にとって望ましいものではなかった、と述

べている。 
【外交・国際関係】 
●1 日、在ラバト欧州評議会代表部の開設への合意。 
●1-2 日、ラバトにて、第 5 回グローバルテロ対策フォーラム（GCTF）調整会合が開催さ

れた。日本からは、國方外務省テロ対策・組織犯罪対策協力大使が出席。  
●国連西サハラ住民投票監視団（MINURSO）の任期を延長する国連安保理決議が採択。  
●2-3 日、第４回 EU・アフリカサミット開催。  
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●3-4 日、ケリー米国務長官がモロッコ訪問。 
●23 日、中米統合機構へのオブザーバー参加。 
http://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/seijigeppo/Seijigeppo201404.pdf 
 
【経済】 
●1 日、モハメッド６世国王は「Wessal Casablanca-Port」プロジェクトに関わる 8 つの

協定の調印式を主宰。 
●2 日、産業化促進戦略（2014-20 年）が調印された。 
●4 日、永代財産・イスラム宗教省によるテレビとインターネットを利用した識字教育プロ

グラムの開始を宣言。 
●7 日、欧州連合（EU）の農業委員会は、欧州連合に輸入される野菜・果物の価格の見直

し（通関手続きの修正。10 月 1 日より適用予定）を含む改革措置である新「共通農業政策」

を承認。 
●8 日、「環境と持続的発展のための憲章」（2011 年に採択）の枠組みを制定する法律につ

いて発表、環境保護税の適用。 
●7-8 日、バルセロナにて，地中海連合（UPM）加盟 43 か国のハイレベル会議が開催。 
●永代財産・イスラム宗教大臣は、2030 年までにエネルギー消費の 15％節約を目指す国家

戦略の一環として、モスクに太陽光パネルを設置する計画を発表。 
●15 日、2014 年第１四半期の成長率 3.5％（農業以外）、2.5%（全体）。 
●16 日、ルノー・タンジェ工場の自動車生産開始。 
●17 日、モロッコリン鉱石公社（OCP）は、15.5 億ドルの債券を発行したと発表。 
●21 日、カサブランカにて、「太陽エネルギー・クラスター」の創設が発表された。 
●23 日、第７回国家農業会議にて、アハヌッシュ農業・海洋漁業大臣は、農業部門への官

民合わせた投資額が、2008 年の 70 億 DH から 13 年には 140 億 DH に増えたことを報

告。同時期の農業部門の成長率は約 7.6％であると述べた。 
同会議中、モロッコとアフリカ諸国，国連食糧農業機関（FAO）、地方の関連業界との間で

9 つの協定が調印された。 
●23 日、Saint-Gobain Sekurit 社のモロッコ初の工場がケニトラに完成。 
●23-26 日、マラケシュ航空ショーが開催。 
●24 日、ラバハ設備・運輸・ロジスティクス大臣と Ahmed リビア電気通信大臣は、海運

と港湾に関する協力協定に調印。 
●28 日、アラブ首連の通信大手 Etisalat 社は、Vivendi グループが所有するモロッコ・

テレコム株 53％の買収のため、総額 31.5 億ユーロの資金を計 17 の銀行から集めたことを

発表。Etisalat 社は、中東、アフリカ、アジアの計 15 カ国で事業を展開している。 
●29 日、高等計画委員会（HCP）は、2014 年モロッコ国勢調査の実施を発表した。 
http://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/keizainisshi/Keizainisshi201404.pdf 
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