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在外公館ニュース
＝今月の読みどころ＝（9/15～10/12 公開月報）
編集委員長

福田 米藏

アルジェリア月報（8 月）
1．情報安全庁から軍への権限委譲
報道によれば、7 月末から 8 月にかけて、情報安全庁（DRS)高官の人事異動及び部隊の
管轄の変更が多数行われた。総じて DRS 高官の更迭と権限縮小が窺えた。その一例として、
8 月 9 日、DRS 傘下にあった特殊部隊（GIS)が軍傘下に、同 10 日、大統領府安全局が共和
国防衛隊傘下に、同 24 日、DRS 傘下にあった対テロ部隊（SCORAT)が軍治安局傘下となった。
2．ケイタ･マリ大統領の来訪
ケイタ大統領は 8 月 30 日から 9 月 1 日の 3 日間の日程でアルジェを訪問し、ブーテフ
リカ大統領、セラル首相と会談した。「ブ」大統領は、マリ和平･和解合意が署名されたこ
とを祝福、持続的な平和を達成する上で、マリの各関係主体が本合意の規定を誠実に履行
することの必要性及び緊急性を訴えるとともに、アルジェリアはマリの治安と安定を達成
するためにマリと共に行動する用意がある旨ケイタ大統領に伝達した。
3．第 7 回アルジェリア･ロシア経済協力･商業･科学技術合同委員会
7 月 30、31 日、モスクワにて第 7 回アルジェリア･ロシア経済協力･商業・科学技術合
同委員会が開催され、ベンハルファ財務大臣、ノヴァック･エネルギー大臣が共同議長を務
めた。両者は、財政、金融、エネルギー、水資源、海運分野等における協力可能性につい
て検討するための作業部会を設置することに合意した。
4．財務省による公共投資プロジェクトの凍結指示
8 月 4 日、財務省は、各省庁及び各県知事宛の電信において、地方開発プログラムを除
く未実施の公共開発プロジェクトの凍結を指示した。住宅分野を除いた数千もの投資プロ
ジェクトが公式に凍結されたことにより、各都市において必要不可欠な都市計画や公共事
業に影響が及ぶこととなった。
5．2014 年の経済情勢報告
8 月 17 日、国家統計局（ONS)は、2014 年の経済情勢報告書を発表した。同報告書の主
な指標は以下の通り。
（1）1 人当たり GDP ：

5,460 ドル（2013 年は 5,474 ドル）

（2）GDP ： 17 兆 2,051 億 DA （2013 年は 16 兆 6,438 億 DA)
（3）経済成長率 ： 3.8％ （2013 年は 2.8％）
6．2015 年 1 月～7 月の貿易統計
8 月 23 日、アルジェリア関税局・国家統計情報センター（Cnis)は、2015 年の 1 月ー7
月の貿易統計を発表した。同統計によると、2015 年 1 月ー7 月の貿易収支は、前年同期が
39 億 6,400 万ドルの黒字であったのに対し、80 億 4,000 万ドルの赤字となった。
http://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/news08.pdf
アンゴラ月報（8 月）
1．民間投資法制及び経済開発関連法制
26 日に開催された閣僚会議において、民間投資法の手続法が承認された。 アンゴラ
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民間投資庁（ANIP)は廃止され、アンゴラ投資貿易促進庁（APIEX-Angola）として改組され
る。経済行政機関の効率化の狙いの元、信用保証ファンド（FGC)、道路ファンド、物価競
争力機構（IPC)の設立が承認された。
2．アフリカ財務大臣・中央銀行総裁会議
27 日と 28 日、ルアンダにおいて IMF のアフリカ部局長並びに世界銀行グループ及びマ
ヌエル財務大臣との共同開催のもと、アフリカ諸国財務大臣・中央銀行総裁会議が開催さ
れた。
3．中国との通貨協定の検討
ローザ・パカヴィラ商務大臣は、検討中の中国との通貨協定について「協定の締結に
よって、元とクワンザの両国における価値が上がるだろう。協定の交渉はまだ準備段階で
ある」と発言。
4．主要経済指標
（1）物価
国家統計院（INE)が発表したルアンダ市における 7 月期のインフレ率は年 10．41％。
昨年同月発表のインフレ率と比較して 3.43％上昇した。
（2）為替相場
8 月末、為替相場は 1USD＝126．411AKZ で推移。
5．金融
（1）アンゴラ開発銀行（BDA)のクレジットライン
BDA は本年中に、市中銀行を対象としてクレジットライン制度を導入することを発表。
対象領域は、農業、畜産業、漁業、製造加工業、インフラ、商業及びサービスで総額 350
億クワンザに上る。
（2）ポルトガル投資銀行（BPI)、アンゴラ興業銀行（BFA)の株式売却に向け調査開始
投資銀行のゴールドマン・サックスは現在、BPI が保有する BFA の株式の販売先を検
討中。これは、アンゴラ市場において BPI が抱える価格変動リスクにさらされている資産
の割合（エクスポージャー）を低下させよという欧州中央銀行の要求にこたえるもの。
http://www.angola.emb-japan.go.jp/document/report/201508angola_report.pdf
エチオピア月報（8 月）
1. 2015/2016 年度予算
7 日、人民代表議会は 2015/2016 年会計年度の予算（2,233 億ブル）を承認した。
2．観光
11 日、ハイレマリアム首相は、欧州観光・貿易委員会から、観光分野の世界指導者、
欧州観光協会会員の賞を授与された。また、エチオピアは 2015 年世界最高の観光目的地に
認定された。
3．経済成長率
8 日、世銀の報告書によれば、国債石油価格の上昇と、公的投資が主導する地方の建設
部門の減少によって、2017 年までにエチオピアの経済成長率は 8.5％に下落する見込みで
あるとしている、
4．中国との関係
3

23 日、ハイレマリアム首相は、Jiang Jianqing 中国工商銀行代表が率いる代表団と協
議を行った。中国は、エチオピアにインフラ、産業発展の分野で 7 億ドル借款を供与する
ことを表明した。
5．インフレ率
中央統計局によれば、6 月のインフレ率が 10.4％となり、27 ヶ月ぶりに二桁台となっ
た。
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2015/08/2015%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C588%
E7%89%88%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf
ザンビア・マクロ経済レポート（8 月）
1．ザンビアの貿易収支、悪化
11 日、カリャリャ・ザンビア中銀総裁は、2015 年第 2 四半期の貿易収支が 1,250 万米
ドルの赤字を記録した旨発表した。同総裁は、2015 年第 2 四半期の非伝統的輸出品が同年
第 1 四半期から 27.6％減じた一方で、コバルトの輸出収入が同四半期から 60％減じた旨発
表した。
2．コーヒー豆輸出開始
19 日、Northern Coffee Corporation Limited(NCCL;シンガポール企業である Olam
International 社が所有）は、ザンビアのコーヒー豆を日本へ向けて初めて出荷した。
3．ファースト・クァンタム（FQM)社への電力供給
ザンビア電力公社（ZESCO)は、FQM のカンサンシ鉱山及びセンチネル鉱山に対する電力
供給を全面的に復旧した。これにより、解雇予定となっていた北西部センチネル鉱山の労
働者 1,480 名の雇用が守られることとなった。
4．ダンゴテ・セメント、操業開始
4 日、ルング大統領は、コッパーベルト州マサイティ郡にて、ダンゴテ社によるセメン
ト工場（総額 4 億米ドル）の操業を開始させた。
5．養殖の促進
20 日、ルング大統領は、ヤレロ養殖場（総額 1,000 万米ドル・民営）の操業を開始し、
国内の漁業生産の増加を呼びかけた。また、ルング大統領は、金融機関及び民間セクター
に対し、漁業生産への投資を促進するよう呼びかけた。
http://www.zm.emb-japan.go.jp/ja/keizai/E.Macro.Report.8.2015.pdf
セネガル月報（8 月）
1．カリム・ワッド元大臣に対する判決の確定
20 日、最高裁判所は、財の不正取得抑制のための監査院（CREI)が、3 月 23 日にカリ
ム・ワッド元大臣に対して下した判決（禁固 6 年、罰金 1 億 3,800 万 Fcfa、財産の没収）
を不服とする同元大臣弁護団の上告を棄却し、右判決を確定する旨発表した。
2．政府調停役
20 日、新調停役に指名されたシセ元外相は就任式典において、サル大統領の働き振り
を賞賛すると共に、
「自分のことは『政治的な遺体』であると考えて欲しい」と発表した。
（大使館注：政府調停役は、任期 6 年で国家行政、地方自治体等の公共サービスに関する
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陳情を受け付ける。プロトコールオーダー上は国家第 5 位の要職だが、その性質上、任期
中は政治活動を行うことが出来ない。シセ氏はかって与党共和国同盟のナンバー2 の地位に
あったが、外相解任以降サル大統領から遠ざかっていたため、今回再び要職についた反面、
政治的影響力を放棄することとなった意義が当地メディアで様々に解釈されている。
）
3．ヴァス・ギニアビサウ大統領とサル大統領の会談
7 日、サル大統領の要請に応じてダカールを訪問したヴァス大統領は、サル大統領及び
セネガルを公式訪問中のコンデ・ギニア大統領と、今般のギニアビサウにおける国内情勢
につき会談を行った。
（大使館注：今般、ギニアビサウでは、ヴァス大統領とペレイラ元首
相（8 月 12 日に解任）との対立から国内情勢の緊張が高まっており、今回のヴァス大統領
招聘は、西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS)議長としてギニアビサウ情勢の安定化に努め
るサル大統領が、同国情勢を受けて急遽行ったもの）
4．ハブレ元チャド大統領
25 日、ハブレ元チャド大統領は、収監先のカップ・マニュエル刑務所を訪問した国選
弁護人 3 名に対し、右 3 名が自身の任命した弁護人ではないと言う理由で面会を拒否した。
（大使館注：一説によると、ハブレ元大統領は、在任中にチャド国内で数万人の反対派を
殺害したとされており、2000 年、失脚後に亡命していたセネガルで拷問の罪及び人道に対
する罪で告訴された。
公判は本年 7 月 21 日に開始されたが、弁護団が出廷を拒否したため、
裁判長は代理の弁護団として国選弁護人 3 名を任命した上、新弁護団に準備期間を与える
目的で後半を 9 月 7 日まで延期する旨決定した。
）
5．新空港建設工事
25 日現在、90％完成しているブレーズ・ジャーニュ新空港の建設工事が数週間前から
中止されており、建設工事を請け負っているビン・ラディン・グループ（サウジアラビア）
は、工事費用の不足分 636 億 Fcfa を政府に要求している。
http://www.sn.emb-japan.go.jp/pdf/jp/sn/geppou1508.pdf
ボツワナ月報（8 月）
1. ボツワナ民主党（BDP)記者ブリーフ開始
BDP は今月 4 日より、毎月 1 回、同党主催の記者ブリーフを開始する旨発表した。
2．国民議会、閉会
7 日、今期の国民議会が閉会し、①新所得法、②投資の円滑化を目的とした経済特区法、
③ボツワナ農業大学をボツワナ大学から独立させる旨等規定したボツワナ農業大学及び天
然資源に関する法律、④保険会社を規制するための保険業に関する法律、⑤民間警備会社
を規制するための民間警備サービスに関する法律、が可決された。
3．SADC ジェンダー議定書、署名の段階にない
10 日、ハボロネにおいて、SADC ジェンダー議定書に係る会合が実施された。開会式に
おいて、マシシ副大統領は、ボツワナは同議定書に署名する段階には未だないが、ボツワ
ナ政府が既存の国内法制の見直し等を行い、女性の機会促進に大きな成果を上げてきたこ
とを強調した。
4．SADC 首脳会合
17 日よりハボロネにおいて開催中の SADC 首脳会合において、カーマ大統領は SADC 議
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長に正式に就任した。同大統領は、議長就任演説において、SADC 加盟国に対し地域プロジ
ェクトを実施するための取り組みを強化するよう求めた。
5．経済指標
・経済成長率
2015 年第 1 四半期（1～3 月）は 4.3％（前年の経済成長率は 5.2％）
・インフレ率
2015 年 8 月は 3.0％（6 月は 3.1％）
・6 月貿易収支
ボツワナ統計局によると、2015 年 6 月の輸入総額は 80 億プラ（前年同月比 37．1％
上昇）
、輸出総額は 74 億プラ（前年同月比 9％減）
。輸出の 86％はダイヤモンド。
・経済成長予測
財務省発表の 2016－1 7 年の財政計画に関する報告書によると、2015 年の財政収支
は 40．3 億プラ（GDP の 2.6％）の赤字が見込まれ、経済成長率は 2.6％と推計される。本
年 2 月、マタンボ財務大臣は同年の経済成長目標は 4.9％と発表していたが、この度これを
下方修正した形となり、その原因は世界市場におけるダイヤモンド需要の落ち込みが見込
まれることによるとしている。
6．口蹄疫対策
22 日、ボツワナ北東部で発生している口蹄疫対策に関しインタビューに答えたモラオ
農業副大臣は、農業省は、ジンバブエからの口蹄疫に感染したバッファローと牛の流入を
防ぐための防疫線フェンス強化に努めている旨述べた。
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000099403.pdf
マラウイ月報（8 月）
1．内閣改造
17 日、ムタリカ大統領は内閣改造を行った。
2．職業訓練校への支援
労働人材開発省は、ムタリカ大統領の肝いりで進めているコミュニティ・テクニカル・
カレッジ（職業訓練校）事業に対し、中国、アフリカ開発銀行、世界銀行、EU 等、多様な
ドナーがコミットしている旨発表。
3．SADC 首脳会議にて 3 つのインフラ案件が承認
17 日～18 日にかけてボツワナで開催された SADC 首脳会議において、チレカ国際空港
改修事業、カムズ国際空港改修事業及びマラウイ・モザンビーク電力融通事業の 3 案件に
対する F/S 調査と事業設計への資金援助が、第 11 次欧州開発基金地域指針プログラムによ
り承認された。
4．空中鉱物資源地質調査結果
20 日、マラウイ政府は、世界銀行と EU の支援で 2013 年 9 月から 2014 年 8 月にかけて
実施された、空中鉱物資源地質調査の結果を公開する式典において、プラチナ、金、ダイ
ヤモンド、鉄鉱石、ウラン、銅、石炭、石油、ガス、レアアース等様々な鉱物の宝庫であ
る旨発表。
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5．インフレ率が 22.2％に上昇
メイズ不足による食料価格の上昇を受け、7 月の前年同月比インフレ率は 22.2％を記
録し、同年前月より 0.9％上昇した。
http://www.mw.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/20151006_malawi_geppo_August2015.pdf
南アフリカ月報（8 月）
1．ANC 女性同盟全国大会の開催
6 日より、ANC 女性同盟の全国大会が約 2 年遅れで開催され、2017 年の ANC 全国評議会
を見据えた政治的議論が注目された。大会中に総裁に選出されたドラミニ社会開発大臣は、
次期大統領には女性が選ばれるべきとの主張を強めており、その候補としては、ズマ大統
領の元妻であるドラミニ・ズマ現 AUC 委員長やムベテ現国民議会議長の名が挙がっている。
2．ズマ大統領による施政進捗報告
11 日、ズマ大統領は、本年 2 月に行われた施政方針演説で発表された、国家開発計画
（NDP)に掲げられた経済成長の達成に向け政府が優先する 9 つの政策等に関して、進捗状
況を報告する記者会見を行った。会見においては、昨年の経済成長率が 1.5％に留まってい
る点に関し、昨今の電力不足が南ア経済最大の障害であり、経済成長率に 1％近い影響を与
えていると推定した上で、電力不足の解消、優先政策の履行に伴い、今後 3 年間で 3％の成
長を予測していると主張した。
3．バシール・スーダン大統領の南ア出国に係る南ア政府の主張
14 日、プレトリア高等裁判所は、本年 6 月 15 日に下されたバシール・スーダン大統領
の逮捕を命じる判決を不服として上告を求めていた南ア政府からの申請について、判断を
留保することとした。
4．インフレ率の上昇
南ア統計局によると、7 月のインフレ率は対前年度比で 5％上昇し、6 月の小売売上高
は対前年比で 3.5％上昇した一方で、6 月の消費者支出は依然弱くインフレ率の上昇により
高まる利上げへの期待に対し、待ったをかけている。
5．経済成長率の低下
南ア統計局によると、今年の第 2 四半期の経済成長率は前年比 1．3％低下した。頻発
する停電と鉱業・製造業の低迷による需要の低下、干ばつによる農作物の生産量の減少が
影響した。経済成長率の低下により、南ア準備銀行は更なる利上げを延期する必要があり、
また、南ア財務省は経済へのダメージを回避すべく中期的な増税を先送りすることになる
だろう。
http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/downloads/SANews/August_2015.pdf
モザンビーク月報（8 月）
1．政府・レナモ対話の中止
22 日、レナモのドゥラカマ党首は、ケリマネで行われたレナモ武装解除兵士との会合
において、同党と政府間で長らく続いてきた対話を中止したと発表した。同対話は、レナ
モの要請により、2013 年 4 月に始まりこれまで 114 回の会合が実施されたが、何ら見るべ
き成果はない。ドゥラカマ党首は、対話中止の理由として、政府はレナモが国家の統治に
7

参画することを望まないからだと主張すると共に、ニュシ大統領と再度会う用意はないと
述べた。他方、ニュシ大統領は 23 日、キリスト教系宗教団体のミサに出席した際、実効的
な平和につき協議するためドゥラカマ党首に正式な会合を呼びかけると述べている。
2．ニュシ大統領の訪印
ニュシ大統領は 5 日から 3 日間のインド公式訪問のため、4 日ニューデリーに到着。バ
ロイ外務協力相他経済閣僚が同行。
3．ニュシ大統領の SADC 首脳会合出席
17 日、ニュシ大統領はボツワナで開催中の第 35 回 SADC 首脳会議に出席。ニュシ大統
領は、SADC 2015/2020 地域発展戦略計画の重要性を強調しつつ、
「この戦略計画では、SADC
加盟国内に存在する多くの鉱物資源に付加価値をつけることを可能にする。そのためには、
調和をとり、持続的で包括的な発展を遂げる必要がある。」と述べた。
今般、モザンビークは、SADC 政治・防衛・安全保障協力機関のトロイカ議長国に選出
された。
4．経済成長率の下方修正
8 月第一週に発表された報告によると、IMF は 2015 年モザンビーク経済成長率を 7％と
予想し、前回予想から 0.5％下方修正した。これには、悪天候による農業生産量低下は予想
していた程ではなかったものの、今年初めに起きた洪水が影響している。IMF は、モザンビ
ークがマクロ経済を安定させ外貨を引き続き呼び込むためには、財政再建、為替レートの
より柔軟な調整及び流動資産管理の強化を行うべきとしている。
5．中国からの借款額の増加
2012 年以降、中国はモザンビークへの借款を 160％増加し、モザンビーク最大の投資
者となった。BPI 銀行の報告によると、2014 年のモザンビークの対中国債務は、総額 8.86
億ドルに上り、右はモザンビークの対外債務の約 3 分の 1 を占める。
http://www.mz.emb-japan.go.jp/1508.pdf
モロッコ政治月報（7 月）
1．モハメッド 6 世、アフリカ・イスラム法学者財団創設
6 月 25 日勅命により。モハメッド 6 世アフリカ・イスラム法学者財団が設立され、7
月 13 日に国王が同財団設立式典を主催した。同財団は、アフリカ諸国のイスラム法学者と
協力して寛容なイスラムを広めることを使命とする。
2．ISIL 戦闘員の手引きを企画したテロ細胞の解体
内務省は声明により、21 日、中央司法捜査局（BCIJ)が、ISIL に忠誠を誓い、タンジ
ェ（モロッコ北部）
、ブズニカ（ラバト近郊）
、クリブガ（モロッコ中部）、タウナイト（同
北部）で活動していた 8 名からなるテロ細胞を解体したと発表した。
3．第 16 回即位記念日、国王演説
30 日、16 回目の即位記念日を迎え、モハメッド 6 世国王が国民向け演説を行った。
国内の生活水準格差問題、在外モロッコ人領事サービス、教育制度問題、外交、国民
的アイデンティティ、につき演説。
真正なモロッコのアイデンティティを守ること、特にスンニ派マーリング学派法学に
忠実であることは国民の義務とした。
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http://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/seijigeppo/Seijigeppo201507.pdf
モロッコ政治月報（8 月）
1．職能組合代表議員選挙実施結果
7 日、職能組合代表議員選挙が実施され、ハッサド内務大臣が結果を発表した。各種職
能組合代表議会は、農業代表、商工業サービス代表、手工業代表、海洋漁業代表からなる。
2．第 62 回革命記念日
20 日、モハメッド 6 世国王は第 62 回革命記念日に際して国民向け演説を行った。
9 月 4 日実施の地方議会選挙を前に、地方分権改革の意義を強調し、地方政治の役割を
想起。国民の投票は権利であると同時に義務であると述べ、投票参加・責任ある投票を呼
びかけた。
3．ISIL 戦闘員リクルート組織の解体
26 日付報道によると、中央司法捜査局はスペイン治安機関との連携により、ナオドー
ル、カサブランカ他において 13 名のテロリストを逮捕した。
http://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/seijigeppo/Seijigeppo201508.pdf
ルワンダ月報（8 月）
1．憲法審査委員会設立法案
19 日、憲法審査委員会設立法案が下院議会を通過した。同法案は、憲法審査を行うた
めの委員会の職務内容、組織構図、活動内容を決定する。国会は大統領任期制限の引き上
げを求める 320 万人の国民の声を受理しており、右を反映させるため、全国的な協議を続
けてきた。
27 日、同法案が上院議会を通過した。今後は、大統領による発布が行われた後、官報
にて公示される。
2．東アフリカ・中国ビジネスフォーラム
3 日、東アフリカ・中国ビジネスフォーラム・キガリサミットがルワンダにて開催され
た。ウムトニ・ルワンダ開発庁（RDB)投資局長は、中国の投資家はルワンダの製造業、不
動産業及び実施中のインフラ・プロジェクトに関心を示し、今回 50 以上の中国企業を代表
する投資家がルワンダのカウンターパートと会い、これらのセクターにおける投資を拡大
するためルワンダの良好な投資環境の活用を表明したと述べた。
3．投資ランキング
南アフリカに拠点を置く、ランド・マーチャント銀行（RMB)は、魅力的な投資国 2014/15
年度のランキングにおいてルワンダを 9 位に順位付けた。他の上位国は、南ア、ナイジェ
リア、ガーナ、モロッコ、チュニジアがランクインしている。
4．インフレ率
ルワンダ国家統計局は 7 月のインフレ率は 6 月の前年比 2.8％より下落した前年比
2.3％であった旨発表した。同報告書によると、下落の主要因には、食料と非アルコール飲
料価格の低下が挙げられる。
5．英国におけるルワンダ国家諜報庁長官の釈放
2008 年のスペインの告訴に基づく欧州逮捕状枠組決定により 6 月 20 日に英国メトロポ
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リタン警察により逮捕されていたカラケ NISS 長官は、10 日、検察側の証拠不十分によりウ
ェストミンスター治安判事裁判所が本告訴を棄却したことにより、まもなく帰国する。ス
ペインの最高裁判所は、本年 9 月 5 日に本件の最終判決を予定している。
http://www.rw.emb-japan.go.jp/rwanda_news_2015.8.pdf
特別ニュース
「AFRICA JAPAN BUSINESS INVESTMENT FORUM 2015 レビュー」
～アフリカの持続的な成長と経済構造転換に向けて～
日経 BP 社

グローバル事業本部

特別企画室長 北村達也

kitamura@nikkeibp.co.jp

日経 BP 社は、8 月 31 日から 9 月 2 日までの 3 日間、アフリカ連合や国連のアフリカ開発
機関が集結するエチオピアの首都アジスアベバにて“日ア協働によるアフリカのビジネス
イノベーション”をテーマに、
『AFRICA JAPAN BUSINESS INVESTMENT FORUM 2015』を「African
Business」を発行する IC PUBLICATIONS(本社：ロンドン)との共催で開催した。
日本の政府代表として参加いただいた、外務大臣政務官の中根一幸氏は 2 日目のオープ
ニングセッションで「10 億人超の市場を有し、経済成長著しいアフリカと、高い技術力と
人材育成の経験を有する日本が、人と人との交流や貿易・投資の拡大を通じて関係を深め
ていくことは双方の未来にとって有益だ」と今回のフォーラムの意義について語った。
フォーラムには、日本側 106 名（企業 20 社、日本政府関係団体 10）を含む約 500 名が参
加。アフリカ側からはエチオピアを始め他のアフリカ諸国の官民リーダー、国際機関など
が参加した。以下、本稿を通じて、本フォーラムで注目された講演者の発言のポイントを
紹介し、結果報告とさせていただく。
アフリカから期待される日本による質の高い投資
本会議は 16 のセッションで構成され、そのうちの全体会議、分科会では、クオリティ・
インフラ、エネルギー、ロジスティックス、金融、農業、ヘルスケアなど 12 のテーマで日
本側、アフリカ側双方参加によるパネルディスカッションが行われ、活発な議論が展開さ
れた。いずれの分野において、質の高い日本の投資に対するアフリカ側の期待が表明され、
TICAD VI にむけて日本側の具体的なアクションが望まれていることを実感した。
初日のハイレ・マリアム首相による基調講演では、アルケベ・オクバイ首相顧問、アー
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メッド・アブデュー農業大臣などのエチオピア政府関係者、また、日本からは中根一幸外
務大臣政務官、加藤宏 JICA 理事、鈴木量博在エチオピア日本大使が出席。同首相は、安倍
総理のエチオピア訪問、エチオピア航空の就航等など関係強化、日本政府との間の産業政
策対話、カイゼンを支援する政策研究大学院大学の大野教授や JICA の支援に感謝するとと
もに、エチオピアに必要な質の高い技能を伝え、長期的に人材を育成する日本企業の進出
に期待について言及した。
オープニングセッションでは、ダワノ外務副大臣により、エチオピア政府が建設を予定
する日本企業が使いやすい設備を整えた専用の工業団地について言及し、日本からの投資
を呼びかけた。また、同国の産業政策推進するアルケベ・オクバイ首相顧問は、「急成長
を続けるエチオピアのような国は、経済の構造的トランスフォーメーションが起こってい
る。今やアフリカでは産業高度化のスローガンが流行している。（中略）エチオピアは質
の高い製造業の育成を望んでおり、日本の進出を優先的に受け入れ、工業団地も日本にあ
わせて設計するので、是非エチオピアに投資して頂きたい。いまこそ日本企業がアフリカ
に大々的に進出する時。日本の発展は、明治の近代化を経て、第二次大戦の困難を克服し
て世界第 2 の経済に復興した 20 世紀の逸話。産業化に取り組むアフリカを支える貴重な経
験、人材、政策、意欲を兼ね備えている。」と語った。
アフリカ側は、TICAD を共催するアフリカ連合から、貿易・産業コミッショナー ファテ
ィマ・ファラル・アシール氏が、
「日本企業は、質の高さに定評があり、一方で高いコンプ
ライアンスと倫理を求める特質も知っている。GIZ（ドイツ国際協力公社）との間で、アフ
リカの民間企業受け入れにかかる標準となる法整備も行っており、アフリカとしても高い
クオリティを追求すべきことには十分な認識がある。アフリカとしては日本企業を受け入
れる用意がある。日本企業にアフリカに進出して欲しい。そしてノウハウを共有して頂き、
一緒にアフリカの開発を進めて行きたい。」 と語った。また、UNECA（国連経済委員会）
副事務局長 アブダラ・ハンドック氏は、「AGENDA2063（注）ではインフラ建設の重要性
を指摘している。日本が表明した「質の高いインフラ投資」のアプローチは、アジェンダ
2063 と PIDA に合致している。」と述べた。
日本側の講演で最も注目されたのは、エチオピア政府との産業政策対話、カイゼン運動
な ど の 政 策 立 案 に 携 わ る 政 策 研 究 大 学 院 大 学 大 野 健 一 教 授 、 EKI(ETHIOPIA KAIZEN
INSTITUTE)のゲタフ所長、JICA エチオピア事務所神所長による「日アフリカ協働による産
業政策強化と生産効率向上」に関するセッションであった。大野先生は、アジアの発展に
長年貢献してきた日本の直接投資と中国の違いとして、KAIZEN にみられるモノづくりの精
神と長期的な視点。また地元の人材育成、パートナー企業の能力を高めることに注力する
ことや、順法精神の強さなどを指摘。また、「日本企業は、進出は遅いが、誠実、短期の
利益よりも高い品質を追求し、現地に技術移転する。こうした日本の企業、開発協力の特
徴は、基本的にはアジアもアフリカも世界中、同じである。（中略）エチオピアでも JICA
のプロジェクトとして EKI を通じたカイゼンの普及が進展し、産業開発に関する政策対話
も重ねて来ている。日本企業の FDI と日本政府の開発協力は、間違いなくアフリカの産業
化に有益な貢献を期待できる。」と語り、その講演内容は、「他のアフリカ諸国でもとり
いれたい」などの声があがるなど、非常に評価が高かった。
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TICAD VI に向けての総括
本フォーラムは、来年ケニア・ナイロビで開催される TICAD VI（アフリカ開発会議）に向
けての日本及びアフリカ各国の政府関係者の旗揚げ集会として、また日本のアフリカ市場
への取り組みをアピールする絶好の機会として日本、アフリカ双方から高い評価を得た。
また、アフリカ連合が掲げる「アジェンダ 2063」に示されるトランスフォーメーション(経
済構造改革)を目指していく上で、日本的な投資・開発協力の強み、すなわち人材育成、質
の高い政策立案とインフラ建設などにアフリカ側が高い関心を持っていることが確認でき
た。TICAD VI のプログラムづくりにおいて留意するポイントとなろう。
一方、在エチオピア日本大使館の鈴木大使は 2 日目の基調パネルで、「アフリカ側は切
迫した産業開発に直面し、一向に投資を決めない日本企業にいら立ち感じているのに対し、
日本企業にしてみれば、資源輸入以外に今後の製造拠点の投資先として、世界には他にも
選択肢がある中で、アフリカはひとつの選択肢にしか過ぎないとの認識ギャップがある」
との指摘があった。現在の日本企業のアフリカ投資意欲に関する現状を反映しているポイ
ントであり、TICADVI にむけて、とこうした認識ギャップが埋まり、アフリカへの民間投資
の意識が高まることを期待したい。
アフリカ側の TICAD VI にむけた動きはすでに活発だ。先日の安倍首相 NY 国連総会訪問
時の日・アフリカ地域経済共同体会議 (RECs)議長国会合でもふれられたが西アフリカ成長
リンクのエリアをカバーする経済共同体である ECOWAS（西アフリカ諸国経済共同体）が 10
月 28 日、29 日に東京で“ECOWAS-日本ビジネスフォーラム”を開催する。
http://ab-network.jp/ecowas-japan-business-forum2015
アフリカ各国からのビジネスデリゲーションの動きは活発であり、最後のビジネスフロン
ティアといわれるアフリカ市場参入のビジネスチャンスを知り、人脈をつくることができ
るこうした機会を利用することがアフリカビジネスに勝利する上で肝要となろう。
アフリカ日本ビジネス投資フォーラム 2015 の概要
■主催：日経 BP 社、IC Publications(本社ロンドン：African Business Magazine 発行)
■協力：アフリカ開発銀行、JICA, JETRO、
■後援：外務省、経済産業省、農林水産省、国土交通省、他
■協賛：豊田通商／丸紅／NEC／光陽ホールディングス／日本縫製機械工業会／エチオピア
航空/ボロレグループ／Amatheon Agri／DLA Piper／Fairfax Africa Fund／PORTEC
■時期：2015 年 9 月 1 日、2 日（8 月 31 日ウェルカム・レセプション）
■開催場所/会場：エチオピア・アジス・アベバ/シェラトンホテル
＊＊詳細プログラムは Web サイト http://ic-events.net/event/africa-japan/

をご

参照ください。
＊＊AGNEDA 2063
2013 年に創設 50 周年を迎えたアフリカ連合が、今後 50 年間 2063 年までに目指す経済、社
会に関する長期ビジョン。持続的な成長を可能にする経済の構造変革(トランスフォーメー
ション)の実現を掲げている。詳細は、アフリカ連合のサイト参照
http://agenda2063.au.int/en/about
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「ブルキナファソ・ガーナ・石油ブーム・ケニア・南スーダン・中央アフリカ・・・」
顧

問

堀内 伸介

1.「ブルキナファソのクーデター関連ニュース」
(1)「クーデターの背景はなにか？」
“What is behind the coup in Burkina Faso?”
、 BBC、 9 月 17 日
昨年大統領の座を追われたコンパオレに忠誠を誓うエリート親衛隊 1,300 名によるクーデ
ターである。軍は必ずしもこのクーデターを支持していない。元大統領を支持しないグル
ープはこの親衛隊の解散を求めていた。元大統領の支持政党はこのクーデターを支持して
いるようである。
http://www.bbc.com/news/world-africa-34277045
(2)「クーデター:ラウンド

2」

“The Old Guard vs. The People, Round 2”
、African Arguments Editor,9 月 18 日
権力を恣にしていた元大統領の支持政党と支持者達は、権力を失い水場を失った家畜のよ
うである。新しい勢力と同盟を組むか、否か不明である。クーデターを行った者達は、今
後について大統領官邸と話を始めているという噂もある。国民は少数のグループが権力を
独占することには、強く反対している。国民の意思がどこまで反映されることになろうか。
http://africanarguments.org/2015/09/18/burkina-faso-the-old-guard-vs-the-peopleround-2/#comment-73349
(3)「クーデター首謀者は逮捕された」
“Burkina Faso coup leader in custody ”
、Guardian、10 月 2 日
親衛隊の指導者はクーデターによって、権力を掌握したが、西アフリカ共同体、軍と
クーデターに反対する民衆のデモの圧力により、権力の座を降りた。1300 名の親衛の内 750
名が、軍に加わった。
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/burkina-faso-coup-leader-in-custody
2．
「ケロッグ社はアフリカに 4 億 5 千万ドル投資をした。」
“Kellogg Invests $450 Million in African Expansion”
、 Reuters、 9 月 15 日
世界最大の穀物食品生産会社のケロッグは、ナイジェリアの Multipro 社の 50％の株式を取
得し、さらに、シンガポールの Tolaram 社（Multipro の親会社）とアフリカにおける共同
事業を開始し、Tolaram 社の取得のオプションも持っている。
http://www.reuters.com/finance
3. 「ガーナのキャッサバ生産、加工を経済改革の一つの柱にする計画」
“ Ghana looks to cassava to transform economy”
、Africa Report、9 月 18 日
ガーナは世界で 6 位、アフリカで 3 位のカサバの生産国であり、70％の農民が生産に関わ
っている。しかし、生産の 20％以下が消費され、利用されているに過ぎない。政府は上質
のキャッサバ粉の利用とそれに伴うバリューチエンの構築を計画している。
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http://www.theafricareport.com/West-Africa/ghana-looks-to-cassava-to-transform-e
conomy.html#ixzz3mBjgd8at
4.「アフリカの石油ブームは終わったのか」
“Africa's Oil Boom Goes Bust”
、 Luke Patey、African Arguments、9 月 24 日
アフリカの主要産油国は、経済危機を経験して、政治的にも不安定である。制度的にも透
明性にも問題のない新産油国も少なからぬ影響を受けている。石油輸入国は価格の減少で
利益をうけてはいるが、石油価格の変動はアフリカ全ての国に多様な問題を投げかけてい
る。
http://africanarguments.org/2015/09/24/africas-oil-boom-goes-bust-2/
5.「ケニア人の自己評価について」
①「ケニアッタ大統領の公立学校教師の賃上げ要求について」
“Uhuru's Statement On Teachers Strike”
、The Star、 9 月 21 日
大統領によれば、ケニアの公務員給与は予算の 52％であり、中所得国の平均は 35％
である。要求通りの賃上げを行えば、付加価値税を現在の 16％から 22％に上げなければな
らない。現在の教師の給与はウガンダやブルンジのレベルを上回でいる。もし、給与を上
げれば、開発計画に支障をきたし、教育，保健、治安のレベルをさげなければならない。」
http://allafrica.com/stories/201509210413.html
②「ケニア人はケニアが南ア、台湾、マレーシアと同格とおもっているのか」
“Kenya, like Burundi, has poor people and a small economy”Nation9 月 24 日
ケニア人はケニア経済がウガンダやブルンジと比較されるべきではなく、途上国の高所得
国に属していると思っている。ケニアは大きな可能性を抱えている国ではあるが、世界の
GDP の 1％にも達しない国である。南ア、台湾、マレーシアと肩を並べる国であると思って
いるのか。ケニアの大陸、世界における地位を正しく認識すべきである。
http://www.nation.co.ke/oped/blogs/dot9/kwame/-/2274474/2883474/-/ivolfvz/-/inde
x.html
6.「2 年前、ナイロビのウエストゲイト・モールで何が起こっていたのか」
”Pretend to Be Dead：What really happened two years ago in the bloody attack on
Nairobi’s Westgate Mall”
、Tristan McConnell、Foreign Policy、9 月 20 日
ウエストゲイト
モールのテロについては、今もって正確な報道はないが、記者は 10 ヶ月に渡って多くの関
係者の話を聞き、記録を調べて、分かる限り事件の全貌を報告している。少々長い記事で
あるが、ソマリアから始まり、ナイロビ事件の 4 人のテロリストまでカバーしている、興
味深い。
（凄惨な写真もあり、要注意）
https://foreignpolicy.com/2015/09/20/nairobi-kenya-westgate-mall-attack-al-shaba
b/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=%2A
Editors%20Picks
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7.「脆弱国家、南スーダンの人々の日常」
“Everyday Life in a Fragile StateーＳouth Sudan ”、 Pernille Bærendtsen、（2005
年からウガン、ダスーダンをカバーしているデンマーク人記者）
、
Global Voice、 9 月 7 日
ジャーナリストは和解の端緒を求めて、走り廻り、完全に消耗している。南スーダンの人々
は、国家に振り回され、消耗の極に達している。それでもソマリアよりマシだと思ってい
る。人々の日々の生活を報告する。
https://globalvoices.org/2015/09/07/everyday-life-in-a-fragile-state-south-sudan
8.「中央アフリカの首都は暴動で完全に麻痺状態」
“Severe violence' paralyses CAR capital Bangui”
、Azad Essa，Aljazeera、9 月 29 日
9 月 27 日から、首都ではキリスト教徒とイスラム教徒の間で、2013 年以来見たこともない
激しい暴動が起きている。500 人以上の囚人が逃亡し、暴動はますます激しくなっている。
医療、援助機関などすべて、機能しなくなっている。10 月中旬に予定されている総選挙の
実施も危ぶまれている。
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/wave-deadly-violence-grips-car-capital-150
929074151365.html
9.「中央アフリカ： 出発点に逆戻り」
“Central African Republic Goes Back to Square One”
、IRIN,

10 月 6 日

10 月 2 日に暴動は治まったが、
多くの死者と首都からの大勢の避難民を出すことになった。
与党は野党を非難しているが、暴動の発端を抑えきれなかった政府にも責任はあろう。国
連軍とフランス軍が駐在しているが、役に立たなかったと国民から非難されている。10 月
18 日大統領選挙、11 月 22 日に国会議員選挙が予定されているが、大方の予想は、延期で
ある。先ず、大量に出回っている武器の回収などが必須である。
http://allafrica.com/stories/201510080195.html
お役立ち情報
「国連 SDG・栄養報告・農業報告・ガバナンス指標・アフリカの鼓動・・・」
顧

問

堀内 伸介

1.「国連：維持可能な開発目標（SDG）の採択。関連コメント」
① [維持可能な開発目標]、
“Sustainable Development

Goals”
、国連、9 月 25 日

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
②「SDG 報告書」2015 年版、
“Global Sustainable Development Report,2015 edition”
国連 SDG の各目標がどのように相互に関連しているかを分析し、一つの目標が他の目標に
どのように影響され、また、貢献するかを論じている。
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1758GSDR%202015%20Advanc
15

e%20Unedited%20Version.pdf

（本文）

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1870GSDR%202015%20Briefs
.pdf

(各章サマリー)

③「世界の貧困を 15 年間で解消する」
“Eradicating world poverty in 15 years”
、James Reinl、Al Jazeera、9 月 25 日
SDG は 17 の大目標と 169 の小目標からなりたっており、全ての国が同じ方向に向かって努
力することは、望ましい。しかし、目標達成に必要とする資金は、年 35 兆～50 兆ドルと予
測されている。これは現在の ODA をはるかに上回る額であり、調達できるのか。経済史で
は経済成長が、西欧の貧困削減を導いたが、SDG は真逆の政策である。
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/eradicating-world-poverty-15-y
ears-150924114725830.html
④「SDG が、全て間違っているとすれば、どうするのか」
“What if everything the SDGs are premised on is just wrong?”
、Martin Kirk、African
argument、9 月 23 日
この様な前向きのアイディアは、好意的にうけとめられるが、SDG は現実的な案であろうか。
好意的であるが、その実現性に懐疑的。
http://africanarguments.org/2015/09/23/what-if-everything-the-sdgs-are-premisedon-is-wrong/
⑤「2015 年以降の成長と SDG」
“Post 2015: Growth and the new sustainable development agenda”
、Paul Collier and
Upaasna Kaul、Africa at LSE,（London School Of Economics）
、9 月 21 日
SDG の達成のためには、各国政府は経済成長に焦点を合わせ、雇用の創造、都市インフラ建
設、市場の育成などを実現しなければならない。SDG は多数の国による長期間の交渉の結果
であるので、ユートピの設計図の様である。
http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2015/09/21/post-2015-growth-and-the-new-susta
inable-development-agenda/
⑥「MDG は見当違いの目標で取って代られた」
“UN Millennium Development Goals replaced by new ‘distraction gimmicks“、 Patrick
Bond 、 Pambazuka、9 月 30 日
国連の新目標は問題の原因を追究せず、症状のみを取り上げている。そのため、世界の貧
困製造、環境破壊は、さらに進むことになろう。強烈な SDG 批判。
http://pambazuka.org/en/category/features/95651
⑦「SDG の背景」
、
“Sustainable Development Goals”
、Danielle Renwick、CFR9 月 24 日
6 つの設問に答えている。1）SDG とは？2）SDG と MDG の相違点？3）MDG は成功？4）SDG の
資金は？5）目標の計測は？6）SDG についての主な批判は？
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http://www.cfr.org/global-governance/sustainable-development-goals/p37051
2.「世界栄養報告 2015 年」
“Global Nutrition Report 2015”
、 International Food Policy Research Institute 、
9 月 22 日
世界、地域、国別の栄養状況を報告するとともに、援助国、NGO、ビジネスの活動にも触れ
る。世界の栄養不良の状況の改善速度は、非常に遅く、世界の半分以上の国が、栄養不良
による重大な健康危機に直面していることを報告している。
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129443/filename/
129654.pdf

(本文)

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129475/filename/
129686.pdf

(サマリー）

3.「アフリカ農業報告書: 農業と若者」
“African Agriculture Status Report 2015: Youth In Agriculture”
、Alliance for a Green
Revolution in Africa、 9 月 30 日、
本報告書は、アフリカの小農の現状と解決すべき問題についての包括的な分析である。同
時に世界中の研究者によるアフリカの食糧安全に関する提案が含まれている。
www.agra.org/download/560b8d8d1aa45/
4.「イブラヒム・アフリカ・ガバナンス指標、2015 年」
” Ibrahim Index of African Governance (IIAG)、2015”
、 10 月 5 日
2015 年版は、初めてアフリカ 54 ヶ国について、指標を発表している。今回は 2011～2014
年の間の変化を比較している。投資の対象国の選択等には有用な指標である。今回の報告
書では、アフリカ諸国全体としてはガバナンスの改善は停滞している、と述べている。
http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/10/02193252/2015-IIAG-Executive-Sum
mary.pdf (サマリー)
http://www.moibrahimfoundation.org/iiag/downloads/ 本文（項目ごと）
5.「チャタムハウス論評：

アフリカは再び西欧に向いている」

“Africa looks west once again September 2015”
、 Dr Alex Vines OBE、Chatham House，
9月
ジンバブエのムガベ大統領は、15 年ぶりに西側諸国の支援を求めた。石油価格の下落と中
国のアフリカの資源需要の減少は、資源国に大きな影響を及ぼしている。米，英、仏は、
依然最大の直接投資国であり、また、米国の株式投資会社がサブサハラ・アフリカへの投
資を増加している。現在、直接投資、株式投資は資源産出国に限られているが、将来対象
国を広げる可能性が高い。
https://www.chathamhouse.org/publication/twt/africa-looks-west-once-again
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/Afric
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a%20looks%20west%20once%20again%20-%20Vines.pdf （論評全文）
6．
「アフリカの鼓動：弱い世界経済の状況の中で、アフリカの経済成長を維持する挑戦」
“Africa Faces the Challenge of Sustaining Growth amid Weak Global Conditions：Africa’
s Pulse“, Vol 12,世銀、10 月 5 日
サブサハラ・アフリカ諸国の成長は続くものの、経済状況の悪化に伴い成長率は、2014 年
の 4.6％から 2015 年には 3.7％へとの減速が予想されている。アフリカ諸国は国内資金の
活用と財政支出の効率化を図らねばならない。また、貧困レベルは依然として高いレベル
にとどまっている。
http://ow.ly/TcMEP（日本語プレスレリース）
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/0
5/090224b0831245a9/3_0/Rendered/PDF/Africa0s0pulse00October020150.pdf（報告書）
寄 稿

「
『野口英世アフリカ賞』についての一提案」
特別研究員

橋本栄治

１．はじめに
本年 2 月、アフリカ事情に精通しておられる某氏から、「野口英世アフリカ賞」の認
知度の低さや高額賞金への疑問と検証の必要性等について、ご意見がありました。
確かに、5 年に 1 回日本で開催されてきている「東京国際アフリカ開発会議（ＴＩＣ
ＡＤ）」の一環行事として、ＴＩＣＡＤ４(2008 年)開催時に創設された同賞についての
認知度、知名度と受賞者の活躍の内容や受賞後の活動については、一部の方々には評価
の高いものであっても、ノーベル賞のように分野が複数に亘り、毎年の恒例行事となっ
ている著名な賞のように注目を集めることはなかったといえます。話は脱線しますが、
今年のノーベル賞では、生理学医学賞で大村教授が、そして物理学賞では梶田教授が授
賞されるというダブル受賞に日本中が称賛の声で湧き上がっています。話を元に戻しま
すと、2013 年にＴＩＣＡＤ５が開催され、第 2 回目の同賞受賞者が 2 名発表されまし
たが、医学分野に限定し、かつアフリカの医療向上に特化した功績を対象とした賞であ
ることから、限定的かつ一過性の効果としか見られていないのも事実です。
その後、本年 1 月にＴＩＣＡＤ自体の開催間隔が、5 年から 3 年に短縮されることが
決まり、かつ本邦とアフリカ現地との交互開催となることから、本邦開催は 6 年間隔と
なる由を仄聞。同賞の授賞間隔が 5 年のまま、あるいは 3 年毎に短縮されるのか、はた
また日本開催時のみに限定した形で 6 年間隔となるのかによって、冒頭の疑問に対する
回答は全く違ったものとなってしまう。
そこで、
「野口英世アフリカ賞」の意義、今後の在り方、副賞賞金等について、考察
し、問題提起としての一案を取りまとめることとしました。
２．「野口英世アフリカ賞」の特徴について
内閣府のホームページに同賞の目的、受賞対象者、受賞頻度、賞金額及び選考過程に
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ついて、別紙１の通り記載されています。小泉元総理がＴＩＣＡＤ４開催を前にガーナ
を訪問された際に、往路の機内で夢をご覧になり、その夢の中に野口英世博士が登場さ
れたことが契機となって賞の制定を決定されたとの逸話は別にしても、ＴＩＣＡＤ６の
アフリカ現地(ケニア)開催の決定により、何点かの変更が必要になります。
目的及び授賞対象者が現行のままであると仮定した場合には、①受賞頻度をこれまで
のＴＩＣＡＤ開催間隔５年間をどのようにするのか、②開催間隔が変更となった場合に
賞金額をどうするのか、を主要点として論点を整理したいと思います。
これらを検討するに際して、既存の世界の医学賞の現状を俯瞰して、「野口英世アフ
リカ賞」の特徴を整理したのが別表１です。
表１：著名な世界の医学関係賞と副賞賞金
No.

賞名称

国名／機関名

創設年

１

ノーベル生理学・医

スウェーデン

1896

対象分野
生理学・医学

学賞

副賞金額
1 千万クローネ（約 1 憶 4 千万円）
→800 万クローネ(2011～)

２

ラスカー賞

米国

1946

基礎医学等 4 部門

12 万 5 千 US ドル(約 1500 万円)

３

ガードナー国際賞

カナダ

1959

医学

10 万カナダドル

４

ﾙｲｻ･ｸﾞﾛｽ･ﾎﾛｳｨｯﾂ賞

コロンビア大

1967

生物学・生化学研究

不明

５

コッホ賞

ドイツ

1970

微生物学・免疫学

10 万ユーロ(約 1300 万円)

６

ウルフ賞医学部門

イスラエル

1978

6 部門の 1(医学)

10 万 US ドル(約 1200 万円)

７

クラフォード賞

スウェーデン

1980

生物化学、関節炎他

50 万 US ドル(約 6000 万円)

８

慶應医学賞

日本

1996

医学・生命科学

2000 万円

９

野口英世アフリカ賞

日本

2008

医学研究＆医療活動

1 億円(TICAD 開催時 5 年に 1
度、アフリカ医療向上に貢献)

10

生命科学ﾌﾞﾚｰｸ･ｽﾙｰ

米国ＮＰＯ

2014

生命科学分野

賞

300 万 US ドル(約 2 億 6 千万円)
複数の分野対象(山中教授授賞)
(筆者作成)

同表で見る限り、以下の３点が「野口英世アフリカ賞」の特徴であるといえます。
（１） ＴＩＣＡＤ開催に連動したアフリカの医学研究及び医療活動への功績を対象と
した賞であること。
（２） 他の類似の賞が毎年授与される賞であるのに対し、５年毎の授賞であること。
（３） 副賞金額が大きいこと(但し、５年に１度授賞)。
これらの特徴を踏まえ、上記①授賞頻度と②賞金額の関係について、現行制度と比
較・整理すると表２のようになります。
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比較する項目は、授賞頻度、対象人数、比較候補項目と現行制度とのメリット・デメ
リット、そしてそれぞれの比較候補項目についての更なる検討を要する事項です。
表２ 現行制度とＴＩＣＡＤ開催間隔の変更に伴うメリット・デメリット
授賞頻度

対象人数

３年
(本邦・アフリカ

メリット

デメリット

要検討事項

・授賞頻度が増える ・賞金予算が増える 副賞金額の
・認知・知名度向上 ・授賞式対応複雑

減額見直し

現地交互開催)

・アフリカ広報効果 (総理大臣の出席)

が必要

６年

・授賞間隔が間延び ・賞金予算に余裕

対象人数と

(本邦開催時の

２人

２人

・認知・知名度低下 副賞金額の

み授賞)
５年(現行)

・広報が一層困難
２人

―

見直し必要

―

―

表２の「要検討事項」は、授賞頻度の変更に伴うデメリットを最小化するための課題
あるいは制度の見直しということになります。
授賞頻度、副賞金額の見直し以外の項目も含め、抜本的な改革を検討するということ
は、この提案では想定されていないことをお断りしておきます。
３．ＴＩＣＡＤ開催頻度の変更に伴う「野口英世アフリカ賞」の今後について(提案)
上記２．に記載した特徴を踏まえて、ＴＩＣＡＤ開催頻度が５年間から３年間に変更
され、かつアフリカの現地と本邦の交互開催に進化することを考慮し、ＴＩＣＡＤに連
動して授賞が行われてきた「野口英世アフリカ賞」の今後のあり方について、以下の３
つの提案を致したいと思います。選考の準備期間などを考慮すると技術的な困難が伴う
ことも想定されますが、本提案が、
「野口英世アフリカ賞」の価値と評価を高めること
と、及びアフリカの医療事情の改善に繋がることが最大の狙いであり、ひいては日本政
府が掲げる TICAD,すなわち日本政府が主導するアフリカ開発の意義と意味を一層際
立たせることに繋がることを確信するものです。
（１）「野口英世アフリカ賞」の授賞間隔を５年から３年間に変更する。
ＴＩＣＡＤ開催間隔に連動させることによって、広報頻度が高まり、アフリカの医
療・医学関係者にとって高い動機付けとなり、同賞の目的達成が図られることがその理
由です。
（２）授賞間隔を３年間に短縮することに伴い、副賞賞金を５０万ドル／人に減額する。
長期的にみれば、授賞間隔が 5 年から 3 年への短縮が実現することにより、受賞者
数が増えることになり、現在の副賞金額を維持することが困難視されるとみられること
から、現行金額(１億円)を４０％程度減額し、６千万円相当の外貨金額(５０万ドル)と
することにより、過剰な負担を避けることが可能となることがその理由です。
(３)広報を強化する。
受賞者からの寄稿や発信を増やし、内閣府ＨＰ等で広報する、特に、熱帯医学研究
所を有する長崎大学等との連携を深め、受賞後の受賞者の活動等に関して追跡し、国民
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に発信することにより、同賞への理解を促進し、支援を強化することが狙いです。
以上、雑駁な提案ですが、
「野口英世アフリカ賞」をアフリカの医療改善に向け、
TICAD の旗印の一つとして燦然と輝くことを期待するものです。

参考：野口英世アフリカ賞について(内閣府ＨＰ写し)

１．目的
アフリカに関する医学研究及び医療活動を顕彰することにより、アフリカでの感染症等
の疾病対策の推進に資し、もって人類の繁栄と世界の平和に貢献することを目的とします。
２．受賞対象者


アフリカでの感染症等の疾病対策のため、アフリカの医学研究分野又は医療活動分野に
おいて顕著な功績を遂げた者。



特に医療活動については、受賞理由となる功績がアフリカで実践された、またはその活
動基盤をアフリカにおく等、その功績がアフリカに住む人々の保健と福祉の向上に貢献
した者であること。



国籍・年齢・性別については、問いません。



生存者に限ります。



推薦要領（審査基準）についてはこちらをご覧ください

３．授賞頻度
５年ごとに日本で開催されるアフリカ開発会議（TICAD）の機会に、授与します。第１回授
与式は、２００８年５月２８日（TICAD IV の初日）に行われました。
第２回授与式は、2013 年 6 月 1 日（TICAD Ⅴ の初日）に行われました。

４．賞金額


賞金は医学研究分野、医療活動分野それぞれの該当者に対し１億円を授与します。



政府の資金に加え、国内外の民間からの寄付も募ります（個人、団体）。

５．選考過程
国内外の研究機関、研究者などに受賞候補者の推薦を依頼し、寄せられた候補者を医学
研究推薦委員会と医療活動推薦委員会が選考を行います。その後、野口英世アフリカ賞委
員会が最終受賞候補者を総理大臣に推挙し、総理大臣が受賞者を決定します。
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「フランスのアフリカ人ディアスポラ①」
国際ビジネスコンサルタント

吉田

彩子

私にはパリにいるアフリカ出身の友人や知人が多くいる。フランスは歴史的にアフリカと
深く繋がっており、彼らを通して、アフリカ、とりわけフランス語圏諸国に関心を持って
きた。そんな彼らを紹介したい。
パリ 13 区にフランス人の奥さんと住むマリックは、46 歳のコートジボワール生まれのブ
ルキナファソ人だ。現在はフランス公務員省の公務員である。
コートジボワールでは、アビジャンで自動車の修理・整備を職業としていた。テレビに
流れるフランスの映像に加えて、当時マリックの念頭にあったのは、
“フランスはとても裕
福な国で人々が大金持ち”というイメージであり、
「“一生に一度はフランスへ行くべきだ”
と皆が思っていた。
」という。そして、1992 年にはマリックにそのチャンスが訪れる。既に
パリに住んでいた兄が飛行機のチケットを送ってくれたのだ。
しかし、実際にフランスへ着くと抱いていた理想のイメージとはかなり違うことが判り、
「一週間もしないうちに帰りたくなった。」という。兄に引き止められ、フランスに住むこ
とを決心し、滞在許可証の申請をした。最初はいろいろな職を転々とし、兄の助けを得な
がら辛い時も上手く乗り越えた。
フランスのアフリカ人については、「連帯感が無いから、損をしていると思う。例えば中
国人やスリランカ人のようにお互い協力し合ってプロジェクトやビジネスを発展させれば
いいのに、アフリカ人は成功した人に対してやたらと嫉妬深く、長期視線でないのが欠点
だ。
」と指摘する。
「皆、早く“お金持ち”になりたがっていて、先を考えて辛抱強く仕事
をすることをしない。
」と付け加える。また、時々コートジボワールやブルキナファソに行
く際に感じるのは、多くの現地の人々が怠慢で仕事をせず理想ばかり追っていて現実的で
ないこと、そしてモティベーションに欠けることだと言う。
アフリカの問題点や解決しなければならない課題は何か、と聞くと、まず“貧富の差”
を挙げた。資源が多くリッチな大陸であるアフリカは、近年は南アやナイジェリア、ケニ
ア、アンゴラなど一部の国では大金持ちや中間層が増えているとは言うが、大半の人々が
貧しいのは世界中が知っている。マリックは、
「権力を握っているグループや派閥など少数
の人間に冨が集中し、一般人が余りにも貧困すぎるという現状を変えなければいけない。」
と言う。更に、
「欧米諸国のマリオネットとなった大統領や権力にしがみつく年寄りの大統
領はいらない。
」と付け加える。これからの“未来のアフリカ”について、
「アフリカ人は、
個人主義をなくして誠実さや公正さを学ぶ必要があると思う。また、欧米人に頼ってばか
りいないでアフリカ人自身で考えてビジネスやプロジェクトを立ち上げるべきだ。そして
アフリカ人エリートがもっとアフリカに残って国のために仕事をするようなシステムが出
来るといい。
」と期待する。“日本とアフリカ”については、「日本は技術先進国だからやは
り技術移転事業、そして教育や研修の分野など人材育成分野での協力に期待している。」と。
一方、10 月末に迫るコートジボワール大統領選挙に関して、「とりあえず選挙までにはバ
クボ前大統領派といろいろ揉めるだろうけれど、ワタラは紛争後のコートジボワールを立
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て直した実力のある大統領だし、彼が再選されてもいいと思う。だけど彼自身が本当に再
選されたいと思っているかどうかは疑問だね。」と言っている。
また、10 月 11 日に選挙（延期）を控えていたブルキナファソでは、９月 16 日にコンパオ
レ前大統領の特別参謀総長だったディオンデレ将軍がクーデターを起こし失敗に終わった
が、この事件については、
「前代未聞の意味のない馬鹿げたクーデターだった。ディオンデ
レはブルキナの人々を過小評価していたんだ。アフリカは進展していて“今までのアフリ
カ”とは違うということが判っていなかったのだろう。ブルキナは完全ではないけれどか
なり民主主義の精神が広まっていると思う。これから建設的でポジティブな未来に向かっ
て欲しい。
」と述べた。
吉田 彩子（よしだ さいこ）
S.Y.International ( www.syinternational.fr

) 代表。1987 年よりパリ在住 。パリ・

カトリック大学社会経済科学部地政学・国際関係学科修士課程 1、スケマ・ビジネススクー
ル(SKEMA Business School) エコノミックインテリジェンス・ ナレッジ・マネージメント
修士号取得。日本・フランス・アフリカ諸国を中心に、海外事業展開支援・リスクマネー
ジメントなど戦略コンサルティングを行う
インタビュー
「町井恵理

AfriMedico 代表に聞く」
町井

恵理（まちい

えり）

薬剤師。製薬会社勤務を経て、ニジェールで
青年海外協力隊隊員として感染症予防に取
り組む。帰国後グロービス大学院に進学、
「違
いがあるからこそ共に学ぶものがある。アフ
リカと日本を両方よくしたい」との想いから
AfriMedico （http://afrimedico.org/）
を立ち上げ代表理事を務める。「富山の置き
薬」のシステムをタンザニアへ導入しようと
奮闘中。

――ニジェールでの経験
町井：大学では薬学を専攻、製薬会社に６年勤務した後、2006 年から 2 年間、青年海外協
力隊員としてニジェールでマラリア予防啓発活動に取り組みました。ベナンとナイジェリ
アの国境近くガヤ州の村 6 か所で村民 120 人のマラリアに対する知識・意識調査を行い、
その正答率は約 20％でした。その後、紙芝居などを使って「マラリアの原因は悪魔でもな
んでもなく、蚊だよ。予防するためには蚊帳をつかうといいよ。
」といった啓発活動を行い
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ました。その結果、村長の息子さんが祈祷師で、病院に行くより祈祷しましょうという一
村だけは不調でしたが、マラリアに関する知識は 90％以上、村民に浸透しました。しかし
その後「蚊帳を買いましたか？蚊が発生しないように何かしましたか？」と聞いても彼ら
の行動は何も変わっていませんでした。お金がないから蚊帳は買えない。売っている蚊取
り線香は効かない。いくら知識を身につけても行動が変わらない、そのような現実に自分
自身の限界を感じました。どうすれば彼らの行動が変わり、マラリア罹患率が下がるのか？
帰国してグロービス大学院に進学して、仲間とディスカッションするうちに、「村人に動機
づけできる社会のしくみをつくればよかったのでは？」と考えるようになりました。

――インフラの未整備から病院にたどり着けない
町井：子どもが病気になって高熱を出す。40 度を超える炎天下のなか、病院まで歩いて 1
時間半。待ち時間は長く、保険制度がないので受診料は所得に比して高い、払えない。そ
れが現実です。しかし「貧しいから蚊帳が買えない」「病院まで行く交通費を頂戴」と言わ
れて一時的に資金援助したところでアフリカの医療問題は何も変わりません。
――薬剤師として考えたこと
町井：アフリカでは偽薬がすごくたくさん売られています。ナイジェリアのマラリア薬の
約 64％が偽薬というデータもあります。偽薬の中には効かないどころか、体に悪いものも
あるのです。タンザニアでは日本の承認された薬剤は数が少なく、日本の安心・安全を届
けるためにも日本の薬剤へのニーズは高いです。また、重篤な症状になる前に初期治療を
受けられれば、助かる命が多くあります。そこで私は日本にある置き薬のシステムを導入
すれば、アフリカで持続可能な医療システム構築の第一歩になるのではと考えました。
――「置き薬」のシステムとは
町井：日本で約 300 年の歴史を持ち、現在 300 億円ほどの市場をもつ「置き薬」とは、江
戸時代の富山県の薬売り商人から始まり、現在まで伝えられている薬の販売方法です。「置
き薬」の箱の中には、風邪薬、消毒薬、鎮痛剤、下痢止め、軟膏など汎用医薬品が入って
います。消費者は、家に置かれた「置き薬」の箱から必要なときに必要な量だけ使用し、
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代金を後日使用した分だけ支払うこととなります。
この日本発祥の「置き薬」のシステムがアフリカに導入できると、病気になっても手元に
薬があることで、すぐ服用でき、少数単位で購入できるため、待ち時間もなく、交通費も
かからないので費用が抑えられます。また、少子高齢化・人口減少が見込まれる日本に対
して、アフリカは人口増加が進み、これから医療の面で大きく貢献できる場所となります。
さらに、置き薬を導入すると、個人の使用費を計算するため「誰が」
「どんな薬を」
「何個」
使ったかを把握でき、これらは全てデータ管理をすることが可能です。実は江戸時代から
「懸場帳」といって売薬行商ではマーケティングに欠かすことのできない顧客情報帳簿が
作成されていました。顧客の健康状態の記録としても活用され、それぞれに合ったくすり
を補充し、健康管理に対するアドバイスもされてきました。それと同じことがアフリカで
も将来可能になり、必要最小限の費用で個々の住民の方にあった薬を用意できるのではと
考えています。
――知識が少しでもあれば子どもの命は守れる－お母さんは知りたい
町井：サハラ以南では、9 人に 1 人の子どもが命を落としています。10 秒に 1 人。今日も
1 万人の子どもの命が失われようとしています。日本の 5 歳未満で命を落とす子どもは
1,000 人に 3 人です。ヒアリング調査の結果、アフリカのお母さんたちは子どもの命を守る
ためにどうすればいいのか知りたいと感じていること、近くに薬があると「何だろう？」
と気になるのか、薬に添付されている服用方法の説明書を手に取り、村人の知識が増える
可能性があることがわかりました。
「置き薬」がそのまま「予防啓発活動」につながる可能
性があるのです。手洗いの励行など、大人が少し気をつけるだけで防げる病気はたくさん
あります。昨年、タンザニアでフィールド・スタディーを行い「置き薬」のニーズを確認
しました。
「日本の薬は良く効きそう。偽薬はなさそう。
」
「置き薬は目の前にあるので、い
つでも必要な薬が手に入るので安心して生活できそう。
」と嬉しい反応を頂きました。

――NPO 法人としての活動を軌道にのせるために
町井：8 月にも調査に出かけ、TFDA（タンザニアの FDA）
、保健省、現地の薬剤師と懇談
して現地のニーズを感じました。日本財団がこの「置き薬」をアジアで展開し、往診率が
下がり、代金の徴収もうまく報告を聞き、とても大きなヒントを頂きました。アジアとア
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フリカは異なりますが、アフリカにも可能性があると感じています。
薬剤は消費期限があり、きちんと管理・保管しなければなりません。薬箱の配置は、村
長宅、学校、福利厚生の一環として企業という選択肢もあります。継続的な運用には、継
続的な医薬品の調達、配布者、管理者、物流の確保、”First use, Pay after”の考えがうまく
浸透するかどうかなど、課題は山積です。
現在 AfriMedico は 6 チーム（海外戦略、製薬、資金調達、広報、人事、財務）に分かれ
て活動しています。クラウドファンディングやビジネスコンテストで認められ、製薬企業
さまからも応援していただき、来年初めにはいよいよ数か所で実際の運用が開始します。
医薬・アフリカ・国際協力・社会貢献などに関心があり、やる気ある仲間、賛同者を募
っています。プロボノとしての週末の活動は仕事と家庭のみではなく社会の幅・知識が増
えて、さらに仕事・家庭も豊かにしてくれています。興味持たれた方はご連絡下さい。
（インタビュアー 清水 眞理子）

アフリカ映画情報
特別研究員

高倍 宣義

☆は公開予定 ＊は上映中
今年はカンヌ映画祭でヤーレド・ゼレク(エチオピア出身)監督作“Lamb”が、また、ベネ
チア映画祭ではキャリー・ジョージ・フクシマ監督作“Beasts of No Nation”とオリビエ・
エマヌス監督作“The Endless River”が上映された。本邦公開に繋がるか？
☆「ア・フィルム・アバウト・コーヒー」“A FILM ABOUT COFFEE”
監督：ブランドン・ローパー

2014/アメリカ/66 分/ドキュメンタリー

12 月 12 日より新宿シネマカリテ他順次公開

http://www.afilmaboutcoffee.jp/

アメリカと日本のコーヒー文化の今を追った作品。ルアンダのキブ湖を見はらす丘のコー
ヒー園の農民を指導し直接取引する焙煎業のバイヤーなどが登場。
☆「禁じられた歌声」
“Timbuktu ”

監督：アブデラマン・シサコ(マリ出身)

2014 年/フランス・モーリタニア/97 分 12 月 26 日よりユーロスペース他にて順次公開
ジハーディストがサヘル地域の歌・遊びなど生活習慣を壊すのに抵抗する人々のドラマ
☆第 10 回 UNHCR 難民映画祭“10th UNHCR REFUGEE FILM FESTIVAL”
東京 終了

アフリカ映画 3 作の会場（300～370 席）はほぼ満員であった。

http://unhcr.refugeefilm.org/2015/schedule/
札幌 10 月 24 日、25 日

札幌市時計台ホール、札幌プラザ 2・5

仙台 10 月 31 日、11 月 1 日

せんだいメディアテーク

○「グッド・ライ～一番優しい嘘～」
“Good Lie”
2014/アメリカ/110 分

監督フィリップ・ファラルドー

http://www.goodlie.jp/

スーダン内戦で戦争孤児になった兄弟姉妹のアメリカへの移住を描いたドラマ
○「ホープ」“ Hope”

監督ボリス・ ロジュキーヌ 2014 / フランス /91分 / ドラマ

砂漠をこえヨーロッパを目指す移民ルートをたどるアフリカ青年と女のリアルなドラマ
○「アントノフのビート」
“Beats of the Antonov”
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監督ハジョー・クカ

2014/スーダン・南アフリカ/アラビア語/68 分/ドキュメンタリー
スーダンの青ナイルとヌバ山地の紛争地に生きる人々を励まし結びつける歌と踊り
今夏封切られた作品は暮れにかけ全国のアート・マイノリティー系の単館で上映が続く。
＊「涙するまで、生きる」
“Loin des hommes”

監督・脚本 D.オールホッフェン

2014/フランス/101 分 函館シネマ・アイリス他にて上映

http://www.farfrommen.com/

1954 年、アルジェリア戦争勃発時に元憲兵隊員の教員と地元の犯罪者が共に過ごす 2 日間
＊「グローリー/明日への行進」
“Selma” 監督 エヴァ・デュヴァネイ
2014/アメリカ/128 分 下高井戸シネマ、福井メトロ劇場、小山シネマロブレ他にて上映
A.M.L キング Jr 牧師が奮闘した公民権運動の山場
アフリカ協会からのご案内

http://glory.gaga.ne.jp/
―協会日誌―
理事

成島

利晴

9 月 15 日〜10 月 14 日
9 月 16 日

「第 3 回南部アフリカフォーラム・フォローアップセミナー」
アフリカ開発協会、毎日新聞社、SADC 加盟諸国の主催及び当協会他の後
援により、参議院会館 1 階特別会議室にて 14 時から開催。
モザンビーク・マダガスカル・ジンバブエ各国を対象に本邦企業向け貿
易・投資案件及び ODA 案件候補の紹介を行った。

9 月 28 日

「恋する文化人類学者のアフリカ体験・講演会及びコンサート」
日仏会館ホールにて鈴木裕之教授、ニャマ・カンテ夫妻をお招きし教授
のアフリカ体験に基づいた講演会及びニャマ夫人によるコンサートを開
催。鈴木教授は文化人類学がご専門であり、2000 年に著書「ストリート
の歌・現代アフリカの若者文化」にて第 17 回渋沢クローデル賞（現代フ
ランス・エッセー賞）を受賞されている。又ニャマ夫人は西アフリカの
語り部であるグリオ出身で、グリオとはアフリカの楽器の演奏に併せア
フリカの歴史や民族の物語を語りや歌で伝える人々である。
講演は 18 時より始まり、第 1 部は鈴木教授がご自身の結婚という体験を
通じて調査・研究された内容を「私のアフリカ体験－結婚、音楽、異文
化理解」との題で約 1 時間に亘り講演。
第 2 部はニャマ夫人によりグリオの歌とステップを披露された。本来の
語りは 14 世紀ごろ栄えた古代西アフリカ・マリ帝国建国に関する伝説が
中心で一昼夜にも及ぶ長い物語であり、今回は時間的にも又会場舞台の
広さからも簡略化した歌とステップとなったが、彼女の朗々とした歌
声・語りは会場内に響き渡り、伴奏のアフリカ弦楽器（コラ）の美しい
音色とも相まって感銘深いものであった。

10 月 1 日

「第 6 回大使を囲む懇談会」
14 時から日仏会館 501 号会議室において吉村馨駐ガーナ大使を迎え、
同国の近況について伺う会を開催した（会員企業等から出席者計２９名）
。
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吉村大使より 9 月のガーナ投資ミッションの同国訪問について紹介する
とともに、同国の内政（2 大政党間での政権交代の歴史、大統領の権限、
来年の選挙等）を中心にした説明があり、その後出席者より経済状況と
個別案件の採択の仕組み、中国の ODA 供与実績、生活必需品の入手状況、
VAT 還付の仕組み、ECOWAS と同国、緊縮財政の中での石油新税制等につ
いて質問があった。
今後の予定
10 月 19 日 「第 2 回 JETRO 所長を囲む懇談会」
時間：14 時から 15 時半予定
場所：日仏会館 501 号会議室
前駐アビジャン事務所山田泰慎所長をお招きして懇談会を開催
10 月 20 日 「第 18 回チャリティーバザー」
主催：日本中近東アフリカ婦人会、当協会後援
場所：ロイヤルパークホテル 3F ロイヤルホール
時間：11 時から 15 時半予定
駐日のアラブ・アフリカ大使館など 25 公館程度の参加によるチャリティ
ーバザーの開催。
http://www.yamaboshi.com/africa/home/pdf/bazzar2015.pdf
10 月 22 日 「第 7 回大使を囲む懇談会」
時間：14 時から 15 時半予定
場所：日仏会館 509 号会議室
駐南スーダン共和国紀谷昌彦大使をお招きして懇談会を開催
11 月 14 日 「世界一愉しいアフリカ講座」
時間 : 13 時半から 16 時 45 分予定
場所 : 国際協力機構(JICA) 地球ひろば(市ヶ谷)
アフリカに馴染みのない方への入門講座
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