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月刊アフリカニュース 

  
   もっとアフリカを知り、経済、技術、文化の交流を促進します 
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アンゴラ月報 (2014年 10月) 

 

【内政】 

●国家統計院、国勢調査の集計結果を発表。アンゴラの人口約 2430万人。 

●2日、ルアンダにて閣僚級経済委員会が開催、TAAG・エミレーツ航空の経営パートナーシ

ップに関する契約書が審議。 

●10 日、マヌエル・ミゲル・ダ・コスタ・アラガォン(Manuel Miguel da Costa Aragao)

が最高裁判所長官に任命される。 

●15日、ドス・サントス大統領が国会開会式にて所信表明。 

●31日、2015年国家予算案が国会に提出、予算の 34％が社会分野に充てられている。 

【外政】 

●アンゴラ、国連安保理非常任理事国に当選。 

●20日、ルアンダにて、第 3回 SADC・ICGLR合同閣僚級会合開催。 

●22日、ルアンダにて、アンゴラ、南ア、コンゴ(民)による三国間会合が開催。 

【経済】 

●インフレ率、3ヶ月連続上昇、政策金利は初の引上げで 9％に。 
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●産油目標到達時期を 2017年に延期。 

●新生 BESA の筆頭株主にソナンゴル社。 

http://www.angola.emb-japan.go.jp/document/report/201410angola_report.pdf 

 

 

ザンビアの経済概況・月報（2014年 10月） 

 

 

1. ザンビア、FDI流入額がアフリカ内陸開発途上国 16か国中最多、 UNCTAD報告。 

2. ヤンバ財務官「ザンビア政府は、民間セクターの為の支援政策を」。 

3. 鉱業セクター、付加価値税払い戻しをザンビア政府に強要。 

4. アフリカ開発銀行、貿易促進のため 110億米ドルを投資 。 

5. シチンガ商業貿易産業大臣「ザンビアにおける食用油産業が活気づく。」 

6. ザンビアの対外債務、47億米ドルに増加。 

7. 世銀及びザンビア政府、越境貿易を促進。 

8. ザンビア経済は安泰。 

9. サタ大統領逝去を受けクワチャが暴落。 

10. 為替市場に平穏が戻り、クワチャが回復。  

サタ大統領逝去を受けて昨日実施されたクワチャ回復の対応策によって、外国為替市場は

比較的落ち着いた状態に戻っている。クワチャは昨日、一時 1 ドル 6.50-6.52 クワチャに

下落したが、正午までに 1ドル 6.35-6.48クワチャに回復。 

http://www.zm.emb-japan.go.jp/ja/keizai/Macro.Report.10.2014.pdf 

 

 

ボツワナ月報 （2014年 10月） 

 

【内政】 

●ケディキルウェ副大統領、勲章授与 

●24 日、与党ボツワナ民主党（BDP）は、総選挙で、57 議席中 37 議席を獲得し勝利。「民

主改革のためのアンブレラ（UDC）」は 17議席を獲得し、ボツワナ史上、最大の野党として

正式に承認。 

● アフリカ連合（AU）選挙監視団長を務めるバンダ前マラウィ大統領は、ボツワナ総 

選挙が平穏かつ適正に実施されたと高く評価。 

●28日、カーマ大統領、就任の宣誓へ 

【外交】 

● 新ロシア大使 信任状奉呈 

● ボツワナ 米国に謝罪か 

【経済】 

●経済指標 

http://www.angola.emb-japan.go.jp/document/report/201410angola_report.pdf
http://www.zm.emb-japan.go.jp/ja/keizai/Macro.Report.10.2014.pdf
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（1）インフレ率 4．5％ 

（2）貿易収支 

ボツワナ中央統計局によると、6 月の輸出額は前月比 27．7％増の 66 億プラ、輸入は前月

比 11．8％減の 37億プラとなり、29億プラの貿易黒字となった。輸出総額のうち 85．8％

がダイヤモンド原石及び研磨済みダイヤモンド、輸入総額のうち 21．7％は燃料、15．9％

が機械・電化製品類であった。 

（3）外貨準備高の上昇 

7月の外貨準備高は前月より 25億プラ増加し、777億プラとなった。 

（4）第 2四半期の経済成長率 

ボツワナ中央統計局によると、2014年第 2四半期（4－6月）の国内総生産（GDP）実質 

成長率は、前年同期比で 4．5％に留まり、前期の 5．2％及び前年同期の 7．3％を下回った。 

第 2 四半期における経済成長率の減速は、主としてダイヤモンド及び銅・ニッケルの生産

量減少に因る。鉱業の成長率は 3．8％であったものの、GDPに占める割合は 26．6％と依然

としてトップである。電力・水セクターは、主にモルプレ B 石炭火力発電所における電力

生産の増加及び輸入電力の減少を受け、第 2四半期の実質成長率は 31．6％と大きく上昇し

た。この他、ホテル・飲食・小売業は 9．8％、運輸・通信業は 6．3％となった。 

(5)政策金利は現行の 7.5％に据え置く 

●ダイヤモンドセクター 

（1）デビアス社、10月の販売額減少 

（2）デビアス社、第 3四半期生産増 

●鉱業セクター 

（1）BCL社の事業拡張 

● 電力・水資源 

（1）モルプレ発電所の一部停止 

（2）レソトの水資源開発 

（3）ハボロネダムの貯水率低下 

●運輸・通信 

（1）カズングラ橋建設への期待 

（2）BTC社の株式公開 

（3）インターネット環境の改善 

●インドとのビジネス協力拡大 

●貧困・失業問題 

http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000060851.pdf 

 

 

マラウイ月報（2014年 10月） 

 

【内政】 

●7日、国会議員・地方議会議員補欠選挙の実施。 

http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000060851.pdf
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●7日、センザニ元観光文化省次官、公金横領事件関与で有罪。 

●18日、ムプウィヨ元財務省予算局長他公金横領事件関連で新たな逮捕。 

●リロングウェ南東選挙区、裁判所が再投票を命令。 

●30日、マラウイ政府、公金不正利用に関する監査報告書を公表。 

【外政】 

●16日、張中国外交副部長がマラウイを訪問。 

●24日、ムルジ元大統領がザンビア独立 50周年式典に参加。 

●25日、バンダ前大統領、ボツワナ総選挙での AU選挙監視団長務める。 

【経済】 

●独政府による法廷用監査への資金援助。 

●IMFは今年の平均インフレ率を 19．6％と予測。 

●16日、テザニ水力発電所に対する我が国支援。 

●国家水資源マスタープラン策定に対する我が国援助。 

●20日、中国政府、マラウイからの輸入品に対する免税対象を拡大。 

http://www.mw.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/20141120_malawi_geppo.pdf 

 

 

南アフリカ月報（2014年 10月） 

 

【内政】 

●マレマ EFF代表の汚職裁判 1年延期 

●DA議会リーダーへの抗議活動 

●ANCハウテン州党大会 

●高速料金を巡る中央政府とハウテン州の話し合い 

●過去最大の地方議会補欠選挙 

●執行部争いにより、COSATU崩壊の危機 

【外交】 

●第 14回ノーベル平和賞受賞者サミットのケープタウン開催中止 

●マシャバネ国際関係・協力大臣のモザンビーク訪問 

●シリアでのテロに対する国際関係・協力省による非難声明 

●マシャバネ国際関係・協力大臣のボツワナ訪問 

●マシャバネ国際関係・協力大臣のガザ復興支援会合出席 

●モザンビーク総選挙に関するマシャバネ国際関係・協力大臣による声明 

●ズマ大統領の訪英中止 

●ラマポーザ副大統領の南スーダン訪問 

【経済】 

●ネネ財務大臣による 2014年度中期財政演説 

●南アフリカ・ロシア間の原子力協定 

●南アフリカ・フランス間の原子力協定 

http://www.mw.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/20141120_malawi_geppo.pdf
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●新南アフリカ中銀総裁の決定 

●エスコムによる電力価格の値上げ 

【広報・文化】 

●第 21回日本映画祭 

●生け花デモンストレーション 

●ディプロマティック・フェアーへの出店 

【警備・治安】 

●南アフリカ国内における暴動の発生状況について 

http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/downloads/SANews/October_2014.pdf 

 

 

エボラ出血熱に関する記者会見 

 

11月 21日、日本記者クラブにおいて駐日アフリカ外交団の代表３大使（エリトリア大使/

アフリカ外交団長、ギニア大使、リベリア大使）並びに外務省丸山則夫アフリカ部長がエ

ボラ出血熱に関する共同記者会見を行い、風評被害に対する懸念と今後の継続支援を訴え

た。 

https://www.youtube.com/watch?v=oFPbwijSWSU 

 

新春対談「アフリカ経済の魅力と課題」のご案内  

2015年 1月 20日 主催：日本モロッコ協会 

 

わが国を取り巻く国際環境は、グローバル化の進展ととともに急速に変化しています。今

や待ったなしで世界の中で日本はどうあるべきか国を挙げて考えていかねばなりません。 

このたび、日本モロッコ協会の名誉会長である駐日モロッコ王国特命全権大使の全面的な

協力のもと、これまで日本人の関心が比較的希薄であったアフリカ経済の実情と今後の方

向にスポットを当て、加えて日本との相互協力関係をいかに促進していくかを主眼とした

講演会を開催することにいたしました。 

これまでアフリカに接近がなかった企業の方々にとっても、また一般の方々にとってもア

フリカへの関心を深めていただく絶好の機会と考えます。とりわけ産業界にとっては、今

後の対外戦略を考えていただくための貴重な示唆を得るものと確信いたしております。 

今やアフリカあるいはイスラム諸国を正しく知り、理解を深めて頂くことはわが国の将来

にとっても意義深いことだと存じます。みなさまお誘いあわせの上ご来駕いただきますよ

うおすすめ申し上げます。 

 

＜プログラム（予定）＞ 

 

1. 日時  2015年 1月 20日（火）13：30 ～15：50 （開場 13：00） 

－開催挨拶 日本モロッコ協会 会長 広瀬晴子 

－講演「アフリカ経済の夜明け」JX ホールディングス（株）代表取締役会長・経団連副会

http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/downloads/SANews/October_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oFPbwijSWSU
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長・中東北アフリカ委員会委員長 木村 康 氏 

－対談「アフリカ経済の魅力と課題」モロッコ王国特命全権大使 Dr.サミール・アルール

氏、アンゴラ共和国特命全権大使 ジョアン・ミゲル・ヴァヘケニ氏、司会 日本モロッ

コ協会 会長 広瀬晴子 

2. 場所  国連大学３階「ウ・タント国際会議場」 

東京都渋谷区神宮前 5-53-70 ＪＲ渋谷駅徒歩 10分・地下鉄表参道駅 5分 

3. 対象  企業・団体・自治体・労組・一般いずれも可 

4. 会費  1,000円 

5. 申込み・お問い合わせ  E-mail（info@nichimo-kyokai.org）にてご連絡ください。 

http://www.nichimo-kyokai.org/ 

http://www.nichimo-kyokai.org/

