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清水 眞理子

巻頭言

『水無月から文月、そして TICAD』
6 月 5 日に関東地方も梅雨入り、例年一か月余りで明けるので今年も今週末から来週にかけ
てでありましょうか。
とは言え、関東の今年の梅雨は云わば「からつゆ」
、水源は軒並み水位が下がり各地で取水
制限か行われています。
一方で、4 月に大地震に見舞われた熊本県等では、復興もままならない時期に大雨が襲って
いるのです。
自然の脅威とは予測不能ではありましょうが、直面する事態の違いに何かしら遣る瀬無い
気持ちが拭えないものであります。
さて、旧暦 6 月と 7 月はそれぞれ「水無月」
「文月」。
関東の今年のようにカラ梅雨ならば、水の無い月とは言いえて妙だと思うのですが、はて
なと思い、ものの本を調べると日本語文法では「水無月」の「無」は「～の」にあたる連
体助詞とのこと！
梅雨の時期に集中して行う田植えが済み、田に水を張る必要があるので「水の月」＝「水
無月」と呼ばれるようになったようです。
「文月（ふみづき）
」は、7 月 7 日の七夕に短冊に歌や字を書き、願い事の一つとして書道
の上達を祈ったからというのが有力説。
七夕は 5 月の端午の節句の折に触れた五節句の一つで、江戸時代に神事を行う式日と定め
られたものが今に残っているのですが、仙台や平塚の七夕祭りは全国的に有名になってい
ますね。
実は夏祭りの頃、ひんやりした麩饅頭を食べるのが私の楽しみの一つですが、和菓子のみ
やこ京都では今でも 6 月 30 日に「夏越の禊」として神社で穢れを落とし、
「水無月」とい
う外郎の上に小豆が乗った三角形の和菓子を食べるそうです。
今年は逃してしまいましたが、来年は水無月に京都へ行ってみようかなと思います。
このようなことを思っている内に、6 月 16 日にアフリカはガンビアの首都バンジュールで
TICAD の閣僚級準備会合が開かれ、7 月 5 日には東京で TICAD 官民円卓会議第 4 回会合が開
かれたそうです。8 月 27 日に向けて準備が着々と進められているようです。
編集委員長
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福田 米藏

在外公館ニュース
＝今月の読みどころ＝(6/16～7/12 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（5 月）
1．レブラブ・セビタル社長によるハバル社買収の波紋
アルジェリア最大の民間企業であるセビタル社社長で大富豪のビジネスマンであるレブ
ラブ氏が、当地での発行部数第 2 位の独立系アラビア語紙及び KBC テレビを保有するハバ
ル 社の株式 80％を買収したことを政府が報道法違反として提訴、これに対しハバル紙が反
政府キャンペーンを張り、大統領弟に近いとされるナハール紙が反レブラブキャンペーン
を 張り、レブラブ氏と政府側の対立が激化。
2．第 6 回アルジェリア・英戦略パートナーシップ会合
19 日、メサヘル・マグレブ・AU・アラブ連盟大臣は、来訪したマーク・グラント安全保
障担当英首相顧問と共に、第 6 回アルジェリア・英戦略パートナーシップ会合を開催、リ
ビア情勢、マリ情勢、ボコ・ハラムやテロ対策等について協議した。
3．テロ対策
軍は、7、8 日、エル・ウェッド県及びアドラール県で大量の武器を押収、16 日ティジ・
ウズ県でテロリスト 5 人を掃討、
ブイラ県で 11 日 7 人、21 日 6 人のテロリストを殺害した。
4．2016 年第 1 四半期の貿易収支
アルジェリア関税局・国家統計情報センター（Cnis)が発表した統計によると、2016 年第
一四半期の赤字は 76 億 3,200 万ドルに達し、2015 年第 1 四半期の 56 億 2,400 万ドルから
35.7％増加した。
5．中国人労働者による抗議活動
当地エル・ワタン紙(独立系)によると、10 数名の中国人労働者が在アルジェリア中国大
使館前でキャンプを設営し、中国国営企業からの給与の未払い及び同企業にパスポートを
没収されたと主張、パスポートの再発行及び政府負担による中国への帰国を要求している。
http://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/news2016.05.pdf
アンゴラ月報（5 月）
1．最低賃金改定に向けた審議
行政労働社会保障の専門家チームは、最低賃金引き上げに向けて調査を開始、6 月には大
統領府に対して調査結果を発表する予定。現在のアンゴラの最低賃金は 3 種別で、農業従
事者は最も低く月収 1 万 5,003 クワンザ（90 ドル相当）
、運輸・サービス・製造業従事者 1
万 8,750 クワンザ、小売業・天然資源採掘業従事者 2 万 2,504 クワンザ。これらは 2014 年
（1 ドル 98 クワンザ）に定められたもので現在のレートは 1 ドル 166 クワンザ（非公式で
は 1 ドル 500 クワンザ）で取引されている。
2．新金融システムの導入
ヴァルテール・フィリペ BNA 総裁は、新しい金融システムを導入し、アンゴラを世界の
金融システムの周縁に位置付けている国内的な脆弱性を改善するとの方針を語った。
3．アンゴラの債務
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2016 年のアンゴラの公的債務計画は、国営石油会社ソナゴル社及び国営航空会社 TAAG 社
を含め、GDP 比 49％とされていた。IMF による直近の推測によると 2016 年のアンゴラの公
的債務は GDP 比 70％に到達する。
4．原油増産及び経済成長率予測
英・EIU は 2016 年から 2020 年にかけて、アンゴラの原油生産能力は継続的に成長し、2018
年以降日量 209 万 5,000 バレルを生産しうると予想を発表。EIU の専門家は、2016 年のア
ンゴラ経済成長率を 1.1％と予想。アンゴラ政府の公式予測値は 3.3％、IMF による直近の
報告書では 2.5％と予想されている。
5．公社解体計画
ゴルジェル経済大臣及びダ・シルヴァ工業大臣の連名による省令は、アンゴラ政府が機
能停止かつ破産状態にあり戦略的に重要でない 16 以上の製造業分野の公社を解体すると発
表。
http://www.angola.emb-japan.go.jp/document/report/201605angola_report.pdf
エチオピア月報（1 月）
1. AU 総会
30－31 日、第 26 回 AU 総会が開催され、エチオピアが 2017－2018 年国連安保理非常任理
事国選挙のアフリカ統一候補として、またテドロス外相が 2017 年の WHO 事務局長選挙のア
フリカ統一候補として認められた。
2．経済・金融
世銀は 2016 年のエチオピアの実質経済成長率を 10.2％としている。
2 月 1 日よりエチオピアの金融セクター（リース市場）が一部自由化され、
（機械などの）
資本財のリースが外国企業に対しても開放される。
3．貿易
3 日、貿易省によれば、政府のインセンティブによって、2015 年のコーヒーの輸出高は
前年比 45％増の 26 万トンとなった。
4．エネルギー
28 日、エチオピア、エジプト、スーダンの 3 カ国は、グランド・エチオピアン・ルネッ
サンス・ダム建設の影響調査のため、仏の BRL 社及び Artelia 社のテクニカルオファーを
受けた。
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2016/06/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%AA%E3%8
3%94%E3%82%A2%E6%9C%88%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%882016%E5%B9%B41%E6%9C%8
8%EF%BC%89.pdf
エチオピア月報（2 月）
1．オロミア州の衝突
12 日、オロミア州西アルシにて、武装勢力と警察との間で衝突が発生、市民及び警察に
多数の犠牲が生じた。23 日、ハイレマリアム首相は、オロミア州を不安定化させる勢力に
対し、断固たる措置をとるとの声明を発表。
2．東アフリカ待機軍
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1 日、エチオピア政府は、東アフリカ待機軍の本部を当国に設置するための合意に署名し
た。
3．ビジネス
世界銀行は、エチオピアの Doing Business 指数が 189 ヵ国中 176 位となり、特に前年比
で、エチオピアにおけるビジネスの「し易さ」における指標が 6 ポイント低下したと発表
した。
4．エネルギー
5 日、米貿易開発機構は国営エチオピア電力公社と MOU に署名し、40 万ドルの支援を確
約した。これにより国営エチオピア電力公社は電力供給に必要となる資機材の安定的な確
保が可能となった。
5．旱魃
国連はエルニーニョの影響が甚大な東アフリカに対し、少なくとも 2,200 万トンの食糧
支援が必要となる旨発表した。
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2016/06/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%AA%E3%8
3%94%E3%82%A2%E6%9C%88%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%882016%E5%B9%B42%E6%9C%8
8%EF%BC%89.pdf
エチオピア月報（3 月）
1．ビジネスフォーラム
8 日、エチオピア・ブラジル・ビジネス・フォーラムが開催され、テドロス外相はヴィエ
イラ・ブラジル外相との間で、2 国間貿易・投資に関する交換公文に署名した。14 日、エ
チオピア・南アフリカ・ビジネス・フォーラムが開催され、75 以上のエチオピア企業及び
40 以上の南ア企業が参加した。
2．旱魃
21 日、欧州委員会は、旱魃により栄養失調に陥っている児童の状況改善のため、300 万
ユーロを UNICEF に提供することを発表。
3．コーヒー産業
6－8 日、アフリカ大陸において初開催となる第 4 回世界コーヒー・カンファレンスがエ
チオピアで開催された。
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2016/06/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%AA%E3%8
3%94%E3%82%A2%E6%9C%88%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%882016%E5%B9%B43%E6%9C%8
8%EF%BC%89.pdf
エチオピア月報（4 月）
1．旱魃
WFP はエチオピア政府発表の旱魃被災者 1,000 万人のうちおよそ 3 割程度にしか援助が届
いておらず、さらなる支援が必要である旨発表した。
2．経済成長率
IMF は、
旱魃の影響により、
エチオピアの今年度経済成長率を 4.5％に留まると発表した。
3．経済力
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フィッチ・レーティングスは、旱魃による農業生産量の落ち込みがあるもののコーヒー
をはじめとする伝統輸出部門の安定と公共投資による経済成長によって経済が安定してい
るとして、エチオピアをランク B とした。
4．紛争
14 日、ガンベラ州で、南スーダンのムルレ族が 208 名のエチオピア人を殺害、102 名の
児童を誘拐した。
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2016/06/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%AA%E3%8
3%94%E3%82%A2%E6%9C%88%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%882016%E5%B9%B44%E6%9C%8
8%EF%BC%89.pdf
エチオピア月報（5 月）
1．韓国大統領の訪問
朴韓国大統領は、国賓としてエチオピアを訪問、ハイレマリアム首相及びズマ AUC 委員
長との会談に加え、AU 本部にて対アフリカ政策スピーチを行った。
2．インフレ
エチオピア統計局は、4 月のインフレ率を 7.4％と発表した。食糧インフレ率は 6.3％、
非食糧インフレ率は 8.7％となった。
3．税金
エチオピア歳入・歳出庁が、2009 年及び 2014 年に制定された関税法に従い、突如として、
エチオピアの主要な輸入会社に対し、最大過去 5 年に遡って未払いとなっている税金の徴
収に乗り出し、波紋を広げている。
4．旱魃
国連は、エルニーニョ現象による多降雨により、少なくとも 23 万人以上の国内避難民が
発生していると発表。
http://ab-network.jp/wp-content/uploads/2016/06/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%AA%E3%8
3%94%E3%82%A2%E6%9C%88%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%882016%E5%B9%B45%E6%9C%8
8%EF%BC%89.pdf
ガボン月報（6 月）
1．ガボンによる OPEC 再加盟
2 日、石油輸出国機構（OPEC）本部はガボンの OPEC 再加盟を承認し、7 月 1 日から同国
が正式に加盟国となる旨発表した。
2．原木の輸出禁止措置による経済効果：世銀報告書
3 日、世銀は、原木の輸出禁止措置から約 6 年が経過したとして、同措置による経済効果
に係る調査報告書を発表した。
3．NDI ミッション：大統領選挙
5 月 29 日ー6 月 3 日、米シンクタンク国立民主主義研究所（NDI）は当地を訪問し、透明
性・信頼性のある大統領選挙の平和的な実施に向けた支援の可能性について議論した。
4．国民議会通常国会の閉会式の開催
30 日、国民議会の通常国会閉会式が開催され、オヌビエ議長は、37 の法案が提出され、
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そのうち 31 の法案が採択されたとして今期の議会活動を評価した。
http://www.ga.emb-japan.go.jp/pdf/gabon_geppo/gabon_geppo_06_2016.pdf
コートジボワール月報（5 月）
1．メーデーにおけるウワタラ大統領スピーチ
1 日、ウワタラ大統領は大統領官邸で「メーデー」の祝賀を執り行った。スピーチの中で
国民の間で不満が出ていた電気料金の値上げ及び運転免許証の有効期限内の更新措置に関
し、それぞれ取り消し及び延期を発表した。
2．選挙人リストの改訂
26 日の閣議で、2016 年の選挙人リストの改訂期間を、独立選挙委員会（CEI）の提案通
り、6 月 25 日から 7 月 24 日と決定した。
3．新憲法
31 日、ウワタラ大統領は、10 名の専門家からなる新憲法案作成のための委員会を設置し
た。1 か月を期限として、ウワタラ大統領に対し、新憲法案を提案する。
4．コートジボワール援助国会合
17 日、18 日、パリでコートジボワール援助国会合（CG）が開催され、初日は公的部門
のセッション、2 日目には民間部門が参加した。国家開発計画（PND）2016－2020 実現の
ための資金として公的部門で 154 億ドルがコミットされ、民間資金は 190 億ドルのコミッ
トだった。
http://ab-network.jp/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B8%E3%83%9C%E3%83%AF%E3%8
3%BC%E3%83%AB%E6%9C%88%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%EF%BC%882016%E5%B9%B45%E6%9C%8
8%EF%BC%89
コートジボワール月報（6 月）
1．憲法改正
7 日、ウワタラ大統領は野党との会談の中で、9～10 月憲法改正に係る国民投票、11～12
月国民議会選挙の予定と述べ、23 日、独立選挙委員会は 10 月 30 日の憲法改正に係る国民
投票を提案、30 日、
野党 23 政党は、ウワタラ大統領による新憲法制定手続きに異議を唱え、
同案の撤回を求めた。
2．インド大統領の訪問
14 日ー15 日、ムカジー印大統領がコートジボワールを公式訪問。印の大統領としては初
めての公式訪問。この訪問中、印輸出入銀行頭取とマブリ・トワケス外相は、同銀行の「コ」
への支店開設の協定に署名し、同支店は同日開店した。
3．大韓貿易投資振興公社
23 日、KOTRA（大韓貿易投資振興公社）アビジャン事務所再開式典が行われ、アシ経
済インフラ大臣他が出席。
過去 4 年間のコートジボワール韓国間の貿易は急拡大している。
4．世銀による政策・制度評価
28 日、ダンカン首相出席の下、世界銀行による国別政策・制度評価（CPIA）指標の発表
が行われた。コートジボワールは 3．3 ポイント（38 ヵ国中 15 位）とされ、2014 年以来
評価は向上していない。世銀チーフエコノミストによると、経済運営は高評価を得るも、
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構造改革、社会的統合と公平性の促進に改善の要がある由。
http://ab-network.jp/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B8%E3%83%9C
%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9C%88%E4%BE%8B%E5%A0%B1%E5
%91%8A%EF%BC%882016%E5%B9%B46%E6%9C%88%EF%BC%89
コモロ月報（5 月）
1．大統領選挙：アンジュアン島一部再投票
11 日、厳重な警戒態勢の下、13 投票所における再投票が実施された。この内、5 投票所
の会場となった小学校には 100 人規模の武装した兵士が警備に当たった。
12 日、アラウイ独立国家選挙委員会（CENI）副委員長は、アンジュアン島滞在中の同委員
会メンバーとの協議のうえ、滞在先のホテルから集計結果を公表した。各候補の得票数は、
ムイニ・バラカ候補 165 票、アザリ・アスマニ候補 2,271 票、モハメド・アリ・ソイリヒ
候補 1,308 票。
2．新大統領の就任式
26 日、アザリ・アスマニ新大統領就任式がモロニで行われ、約 5,000 人が出席した。ア
ザリ・アスマニ大統領は元コモロ軍参謀本部長で、1999 年に武力により、2002 年には普通
選挙により大統領職についている。
3．マイヨット島におけるコモロ人排斥運動
15 日ー16 日、コモロ人を中心に約 500 名のマイヨット島在住外国人が、同島民により自
宅を追われ野外で一夜を明かした。
マイヨット島返還を強固に訴えている二人の権力者の後ろ盾を得たアザリ・アスマニ新大
統領の対応が注目される。
4．バニラ価格の再上昇
バニラ産業は再活性化の兆しを見せており、キロ当たりの価格は現在約 50～60 ユーロ。
つい数か月前の価格の 2 倍になっている。しかし、国内生産者の多くは既に収益性の高い
他の作物生産に切り替えており、バニラ産業の復興には時間がかかりそう。
http://www.mg.emb-japan.go.jp/jp/koho/pdf/2016_06_17_geppo_comores.pdf
コンゴ（民）月報（6 月）
1．インガダム
政府はインガダム 3 の建設を 11 月に着工すると発表した。建設費は 140 億ドルに上ると
見られている。市民団体によると、インガダム 3 の建設は社会・環境へのインパクト調査
を実施せずに建設に踏み切ることになり、35 万人の立ち退き居住者の対応も決まっていな
い状況である。
2．ゾンゴ水力発電所
現在建設中の中央コンゴ州のゾンゴ 2 水力発電所が 2017 年 7 月までに操業を開始する。
同発電所は 150MW の発電能力を持つ 7,000 万ドルの事業で、中国の Sinohydro 社が建設請
負。
3．インターネット価格暴騰
各携帯キャリアが提供するインターネットサービスの価格が暴騰し議論を呼んでいる。
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ヴォーダコム社が、4 ギガバイトを 28 ドルから 100 ドルへ値上げし、エアテルは従来の 10
倍に跳ね上がった。コンゴ（民）政府が課税を 2 倍以上に引き上げる措置を取ったことに
よる対抗策である。
4．経済成長率
コンゴ中央銀行（BCC）は金融政策会議を開き、2016 年の経済成長率予測を 5.3％へと引
き下げたと発表。今年初めに発表した 2015 年の実質経済成長率は 6.9％、2016 年予測は
6.6％であった。
http://www.rdc.emb-japan.go.jp/files/000170524.pdf
ザンビアマクロ経済概況・月報（5 月）
1．太陽光発電所計画
7 日、ルング大統領は、ルサカ南部複合的経済特区（LS－MFEZ）にて、ザンビア初となる
総額 12 億米ドルの太陽光発電所（100 メガワット）の建設計画を開始した。世銀による太
陽光発電関連プログラムがアフリカ内で履行されるのはザンビアが最初となる。
2．投資誘致
ザンビア開発庁（ZDA）は、ザンビアの良好なビジネス環境を背景として、2016 年第 1 四
半期に 7 億 2,000 万米ドルの投資（プレッジ）を誘致した。
3．鉱山使用税
6 日、鉱山鉱物開発法が国民議会にて可決され、新鉱山税制が 4 月 1 日に遡って施行され
る。グラッドストン・ファーストクァンタムミネラルズ（FQM）社政務部長は、ザンビア政
府による鉱山使用税の改正を歓迎し、同改正が適切な方策であると述べたうえで、各鉱山
企業がザンビアで活動を続けより多くの投資がなされるようザンビア政府の取り組みが求
められる旨発言した。
4．メイズ収穫量
ルビンダ農業大臣は、
「2015/2016 年主要穀物収穫量予測調査」の結果によると、当該期
間のメイズの収穫量が増加すると発言した。
http://www.zm.emb-japan.go.jp/ja/keizai/Macro.Report.5.2016.pdf
セネガル月報（5 月）
1．米国との関係
2 日、セネガル及び米は、テロの脅威、自然災害、疾病やその他危機事態等の未然防止策
として、共同軍事演習の定期的実施に関する二国間協定に調印した。本協定により、安全
への脅威に対する両国軍の組織的な演習実施が可能となるほか、安全保障及び防衛分野に
おける両国の協力が強化されることになる。
2．金鉱山開発
アリ・ングイユ・ンジャイ工業・鉱山大臣は、ケドゥグのマコにて、新規金鉱山の開発
を開始した旨発表。同鉱山において約 1.7 億ドルかけて 8 年間で 30 トンの金が採掘可能と
なる見込み。
3．俳句コンクール
11 日、日本大使館主催の俳句コンクールが行われ、500 作品の応募の中から優秀な 5 作品
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が選ばれた。セネガルは俳句コンクールが 37 年も続いているアフリカで唯一の国である。
http://www.sn.emb-japan.go.jp/pdf/jp/sn/geppou1605.pdf
ボツワナ月報（5 月）
1．カーマ大統領、経済回復に期待
カーマ大統領は、第 40 回ハイレベル諮問委員会の会議において、「ボツワナは 2015 年か
ら始まった軽微な景気後退から回復しつつある」旨発言。これは、IMF の予測においてボツ
ワナの 2016 年から 2020 年の平均年間成長率が 4.3％であることや、ダイヤモンド原石の売
り上げが回復しているため。
2．S＆P、ボツワナ経済見通しを引き下げ
スタンダード・アンド・プアーズ（S＆P）は、ボツワナ経済の見通しに関する格付けの
見直しを行い、
「安定的」から「ネガティブ」へ引き下げた。他方格付けは「A－／A－2」
を維持している。
3．旱魃
カーマ大統領は、SADC セミナーにおいて、深刻な水不足と食糧不足に対する懸念を表明、
「ボツワナだけでなく SADC 地域全体が過去数十年間において最悪の干ばつを経験しており、
地域一丸となってこの問題に取り組む必要がある」旨述べた。
4．EU－SADC 経済協力協定
6 月 10 日、ボツワナ北部のカサネにおいて、10 年間に亘る交渉を経て合意に至った EU
－SADC 経済協力協定の署名式が行われる予定である。
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000164963.pdf
マラウイ月報（5 月）
1．2016/2017 年度予算国会
20 日、2016/2017 年度予算国会が開会し、ムタリカ大統領が施政方針演説を行った。演
説はマクロ経済動向、2016/17 年度国家予算で実施する具体的な経済・社会開発事業につい
て網羅的に言及した。
2．食糧安全保障
チャポンダ農業・灌漑・水開発大臣は、食糧不足の負のサイクルの断絶及び食糧安全保
障の確保に向け、短期・中長期計画を発表した。
3．予算演説
27 日、国会に 2016/17 年度予算難が提出され、ゴンドゥエ財務・経済計画・開発大臣に
より予算演説が行われた。
4．金融機関向け投資フォーラム
10 日、産業・貿易・観光省及びマラウイ投資貿易センター（MITC）は、ブランタイヤに
て「持続可能なビジネスパートナーシップの新興」というテーマで金融機関向け投資フォ
ーラムを開催した。
同フォーラムには、アフリカ開発銀行、PTA 銀行、米国海外民間投資公社、アフリカ輸出入
銀行等の国際投資家、国内投資家、国内民間企業、計 300 名以上が参加、昨年のマラウイ
投資フォーラムで表明された具体的な案件についてフォローアップ協議が行われた。
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http://www.mw.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/20160622_malawigeppo_may2016.pdf
モザンビーク月報（5 月）
1．政府・レナモ間対話
30 日、政府・レナモ双方の 6 名のメンバー全員が出席のうえ、政府・レナモ合同委員会
第 2 回会合が 3 時間に亘り非公開で開催された。今次会場は国家安全保障評議会から国会
に移された。
2．ニュシ大統領の中国訪問
16～21 日、ニュシ大統領は習近平国家主席の招待により、国賓として中国を訪問。
「グロ
ーバル戦略協力パートナーシップ」を締結した。
3．経済成長
20 日、モザンビーク国家統計院（INE）は、第 1 四半期 GDP 成長率が 5.3％に鈍化したと
発表した。世銀は 2016 年の成長率を 5.8％、さらに 2017 年には 7％まで回復すると予測し
ている。
4．信用格付け
2 日、フィッチは、2015 年末時点での公的債務は対 GDP 比 83.3％であったが、2016 年の
メティカル安も考慮すると、今年は対 GDP 比 100％を超え、過去 15 年間で最も高い数値に
なるに違いないと見解を発表し、
「モ」の信用格付けを「B」から「CCC」に引き下げた。さ
らに 23 日、デフォルトの可能性がある「CC」に格下げした。
http://www.mz.emb-japan.go.jp/files/000170134.pdf
モロッコ経済日誌（2 月）
1．第 4 回国際アフリカ開発フォーラム開催
25 日から 26 日までの間、カサブランカでアティジャリワファ銀行及びモロッコ輸出促進
庁は、
「農業と電化、エネルギーを結ぶ」とのテーマのもと、第 4 回国際アフリカ開発フォ
ーラムを開催した。
2．世銀、自然災害リスク管理への融資
23 日、世界銀行は、モロッコにおける自然災害に係るリスク管理強化及び対応能力向上
のため、2 億米ドルを融資する方向で基本合意した。
3．在外モロッコ人からの海外送金
1 日、ラバトにて、モロッコ移民省は、2015 年の在外モロッコ人からの送金額は総額 60
億米ドルを超えたと発表。在外モロッコ人からの送金額は国内総生産の 7％に相当し、海外
送金は、観光業及びリン鉱石に次ぐ外貨獲得手段となる。
4．モロッコ太陽エネルギー計画
4 日、ワルザザードにて、モハメッド 6 世国王、ベンギラン首相ほか、政府関係者、外交
団、企業関係者など多数が出席の下、太陽エネルギー発電所ヌール 1 の操業開始式典及び
ヌール 2 とヌール 3 の建設工事着工式典を執り行った。
http://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/keizainisshi/Keizainisshi201602.pdf
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モロッコ経済日誌（3 月）
1．2015 年観光客数
観光調査所が発表した最新の調査結果によると、2015 年にモロッコを訪問した外国人観
光客と在外モロッコ人の合計は 1,018 万人となり、前年比 1％減となった。
2．女性登用率
9 日、公職・行政近代化省は、公共分野における男女平等促進調査所を設立した。2012
年から 5 年間の男女平等促進計画の一環で、啓発活動や政策提言を通し、公共分野におけ
る女性の地位向上や憲法上の権利保護を目指す。モロッコの女性登用率は、公務員 35％、
管理職 70％、教育分野 59％、 医師 31．6％、司法官 34％に達しており、民間企業約 8，
000 人の雇用主が女性となっている。
3．政策金利引き下げ
22 日、モロッコ中央銀行は、政策金利を 2．5％から 2．25％に引き下げると決定。主な
理由としては、インフレーションの減少、非農業分野の緩慢な成長、財政赤字の縮小、外
貨準備高の増加などが挙げられた。
http://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/keizainisshi/Keizainisshi201603.pdf
ルワンダ月報（4 月）
1．第 22 回ジェノサイド追悼式典
マグフリ・タンザニア大統領の出席を得て第 22 回ジェノサイド追悼式典が、キガリ・ジ
ェノサイド・メモリアルで開催された。ウワチュ文化・スポーツ大臣は、
「ルワンダ国民に
は各地で行われているジェノサイド追悼式典に参加して、しっかりとジェノサイド生存者
の声を記憶してほしい」旨述べた、
2．AU 平和・安全保障理事会
ルワンダが AU の平和・安全保障理事会（PSC）メンバー国に選出された。ルワンダが PSC
のメンバーを務めるのは 2010－12 年の任期以来のこと。
3.包括的食糧安全保障・脆弱度分析（CFSVA）
5 日、包括的食糧安全保障・脆弱度分析の 2015 年の報告書が発表され、ルワンダは 80％
の家庭が最低限必要とされる食糧を得ていることが明らかになった。
4．インフレ率
ルワンダ統計局（NISR）が発表した報告書によると、ルワンダの 3 月のインフレ率は 4.6％
であり、前年同期より 0．8％増加した。
5．タンザニア・ルワンダ間鉄道建設準備
アルーシャで開かれた合同技術モニタリング委員会に出席したンデンガ・インフラ省特
別プロジェクト実施ユニットは、イサカーキガリーケザームソンガティをつなぐ鉄道建設
に向けた準備が進んでいる旨述べた。東アフリカ共同体省によると、総額 52 億米ドルの同
鉄道は 2020 年開通を予定するが、調達状況に影響されるという。
http://www.rw.emb-japan.go.jp/files/000167600.pdf
＊記載した情報は、在アフリカ諸国日本大使館 HP と AB－NET から収集したものです。
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特別ニュース
「若者の中国への移住、伝統文化と民主化・開発、サブサハラの治安状況地図、エジプト
デビッドカード海外使用禁止、アルジェリア原油・ガス、リビア軍 IS 攻勢、チュニジア人
の IS 参加、ベルベル人の娘達の貧困と教育、地中海難民救助、ガーナの成長と雇用、ナイ
ジェリアのフィットネスクラブ、チャド湖周辺の紛争、国境紛争の再熱（エチオピア/エリ
トリア）
、ソウェト蜂起から 40 年、南アフリカ村人 vs 巨大鉱山会社」
アフリカニュース編集委員会
1. 「アフリカの若者の中国への移住が下火になっている(ガンビア）
」
2. 「アフリカの伝統文化は民主化と開発の妨げになっているか」
3. 「サブサハラ･アフリカにおける安全、治安、暴力等の状況地図」
4. 「エジプトは外貨不足の中、海外でのデビッドカードの使用を禁止」
5. 「アルジェリア、原油・ガスの生産高は増加」
6. 「リビア軍はシルテ占拠の IS に対し攻勢」
7. 「何故大勢のチュニジア人は IS に参加しているのか」
8. 「モロッコのアトラス山脈の部落：ベルベル人の娘達にも、貧困から抜けだす道が開
けた。教育である。
」
9. 「地中海沖で 1 日 4,500 人救助」
10. 「ガーナの成長と雇用創出」
11. 「ナイジェリアでフィットネスクラブが繁盛」
12. 「チャド湖周辺の紛争：無視される難民、悪化の一途をたどる」
13. 「アフリカにおける最も争われ、一時固定されていた国境を巡って紛争の再開（エチ
オピア/エリトリア）
」
14. 「ソウェト蜂起から 40 年、南アフリカは変わったか？」
15. 「南アフリカの寒村：村人と巨大な鉱山会社の対立」
1「アフリカの若者の中国への移住が下火になっている」
“African migrants are returning from China and telling their compatriots not to go”,
Lily Kuo, Quartz africa, 7 月 1 日
ガンビアでは若者の失業率が 40％に達しており、一時、若者達が仕事を求めての欧州、中
国への移住が増加した。中国では、広州がチョコレートシティーと呼ばれるほどアフリカ
人が集中し、その人口は 15 万人とも 30 万人ともいわれている。この記事は、ガンビアの
一青年が、家財を売り、借金をして渡航費をつくり広州へ移り、聞くのと見るのとは大違
いの生活を強いられ、結局はガンビアに帰国し、同様の経験を持つ青年達とウエブサイト
Uturn Asia(https://uturnasia.com )を立ち上げ、警鐘を鳴らしている話である。現在、
中国の不況を反映して、アフリカへ帰国する若者達が増えているようである。
2「アフリカの伝統文化は民主化と開発の妨げになっているか」
“Is African culture an obstacle to democracy and development?”, William Gumede,
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Pambazuka, 6 月 30 日
植民地行政は、アフリカの伝統や習慣を曲解して、独裁的、恭順的、あるいは反進歩的な
要素を取り上げ、
「伝統法」として、アフリカ人を統治した。アフリカの伝統的な文化には
反民主的、反進歩的な要素があるかもしれないが、文化は常に進化するものであり、アフ
リカ人はその文化、伝統を国民のためになる進歩的な方向に変革することが出来るはずで
ある。
3「サブサハラ･アフリカにおける安全、治安、暴力等の状況地図」
“Interactive Security Tracker Maps Violence in Sub-Saharan Africa”, Council on
Foreign Relations, 6 月 26 日
サブサハラ･アフリカ 48 ヶ国における全ての暴力行為を 3 百万地点において記録し、
国家、
過激派アルシャバブ、ボコハラム、反バラカ、暴力組織、武装勢力等よる暴力の分布を記
録したものである。今後の見通し等も含まれている。膨大な記録であるが、もちろん対象
が対象だけに情報とその利用には限界はある。
4「エジプトは外貨不足の中、海外でのデビッドカードの使用を禁止」
“Egypt bans use of debit cards abroad amid hard currency shortage”, Reuters Africa,
6 月 29 日
エジプトポンド口座のデビットカードを、海外で使うことをやめるように、エジプト政府
は 6 月 29 日に銀行に通達した。国の深刻な外貨不足に対処するものである。エジプトは、
食物から燃料まで全て輸入に依存しているが、2011 年以降、外貨の供給元となっていた観
光客と外国人投資の激減により、外貨不足が続いている。外貨口座のデビットカードは、
2014 年の法令の通り、100,000 ドルの上限まで使う事が出来る。
5「アルジェリア 原油・ガスの生産高は増加」
“Algeria’s oil and gas output increasing”, THE AFRICA REPORT, 6 月 27 日
「停滞の時期は脱して、我々は成長のステージにある」と SONATRACH（アルジェリア国営炭
化水素公社）の Amine Mazouzi 総裁は語った。世界的な資源価格の低迷で、アルジェリア
の国家収入の 6 割をしめるエネルギー収入は、50%近くに減少していた。しかし、2016 年度
原油の生産高は、
前年度の 6,700 万トンから 6,900 万トンへ、ガスは 128.3bcm から 132.2bcm
へと伸びると発表した。更に、現在、開発投資を行っており、2020 年には原油の生産高は、
8200 万トン、ガスは 165bcm となる見込みで、Eni、Anadarko、BP、Cepsa、Shell、Statoil、
Sinopec を含む 30 の国際企業がアルジェリアの原油・ガス市場に関わっている。
6「リビア軍はシルテ占拠の IS に対し攻勢」
“Libyan army gains ground against IS in Sirte”, THE AFRICA REPORT, 6 月 22 日
シルテ市街地を回復しようとするリビアの戦闘部隊と、IS の戦闘員との戦いで、36 人が死
亡し、100 人以上が負傷した。6 月 21 日の戦闘は、IS の強固な守備に対し、1 か月にわた
る攻撃の中で最も苛酷なものであり、衝突は今も続いている。一方、国連に支援されてい
るトリポリ政府（国民合意政府）に加担する民兵組織も、シルテの西の郊外を掃討してお
14

り、国防相 Mehdi al-Barghthi 大佐は攻撃の先頭に立っている。これは、軍事行動の方が
政治的合意よりも、早く実現できると考えている為と見られる。また、フランスと英国の
特殊部隊は、シルテの民兵組織と呼応してアクティブに展開しており、IS がシルテを放棄
して南部に向かえば、退役将校 Kalifa Haftar の率いる民兵組織「リビア国民軍」と衝突
する事になる。
7「何故大勢のチュニジア人は IS に参加しているのか」
“Why Jihadists fight”, Shadi Hamid, Foreign Policy, 6 月 13 日
チュニジアにおける民主化への転換は、成功したように見え、イラク、シリア、リビア、
イエメンで毎日みられる混乱とは異なる。しかし、社会の暗い側面が見え隠れする。思想
的な対立は解決されず、一時停止しているだけである。民主化への移行は、多くの問題を
残し、3,000 人以上の若者がシリアで ISIS に参加することにその解答を求めているように
思われる。
8 「モロッコのアトラス山脈の部落：ベルベル人の娘達にも、貧困から抜けだす道が開け
た。教育である。
」
“In Morocco’s Atlas mountains, Berber girls find the way out of rural poverty: an
education”, Nicola Slawson, The Gurdian, 6 月 19 日
アトラス山脈の奥深い部落で女性達は小川で洗濯し、農婦 Malika の 5 人の子供たちは、小
さな部屋の二枚のマットレスが寝床である。娘の Zahra,19 才は、56 キロ離れた小さな宿舎
学校に 7 年通っている。これは NGO、Education For All(EFA)の村の娘達を教育する実験的
な試みである。9 月には大学に進む予定である。母親は 16 才で結婚し、家族を持ったが、
今でも教育を受けたいと思っている。
9「地中海沖で 1 日 4,500 人救助」
“4500personnes secourues en une journees en Mediterranee”, Le Monde, 6 月 23 日
天候の回復でリビアから難民ボートが多数出発したため、23 日 4,500 人の難民を救助した。
ほとんどはゴムボートだが、木造船も 2 隻。15 年末の EU トルコとの合意でエーゲ海を渡る
難民は 98％抑えられている。2016 年の 6 月までの地中海難民は 56,200 人になった。死者
は 2,800 人。
10「ガーナの成長と雇用創出」国連大学報告書
“Understanding Ghana’s growth success story and job creation challenges”, Christina
Golubski, WIDER, 6 月
過去 20 年間ガーナ経済は、年平均 5.8％の成長を記録し、中所得国の仲間入りをした。こ
の成長は高い雇用を生み出すが、成長の遅い農業、製造業と高成長ではあるが低い雇用創
出の鉱業、石油部門が特徴である。今後の成長路線には、農業の生産性の向上、製造業の
発展と中間所得層を含む包括的な成長戦略が求められる。
11「ナイジェリアでフィットネスクラブが繁盛」
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“Le fitness a la mode au Nigeria”, BBC Afrique, 7 月 8 日
ナイジェリアで美容と健康増進のためにフィットネスクラブに通う中産階級が急増、アブ
ジャのスタジオでは資格をもったインストラクターの指導を受け、マシンをつかって汗を
流す男女でにぎわっている。
12「チャド湖周辺の紛争：無視される難民、悪化の一途をたどる」
“Violence around Lake Chad is leading nowhere ? just deepening divides”, Patrick
Youssef, Pambazuka, 6 月 30 日
チャド湖周辺ではナイジェリア、ニジェール、カメルーン、チャドがイスラム過激派と戦
っている。多くの市民が犠牲となり、900 万人が難民となり、キャンプに収容されるか、路
頭に迷っている。人道援助の必要性は高いが、殆ど届いていない、忘れられた難民である。
13「アフリカにおける最も争われ、一時固定されていた国境を巡って紛争の再熱」
“Africa’s Hottest Frozen Border Boils Over”, Michela Wrong, Foreign Policy, 6
月 20 日
先日エチオピアとエリトリアの国境をめぐって紛争が勃発し、数百人の兵士が戦死した。
両国とも異常に多い政治的亡命者を抱え､再び国境紛争がおきてもおかしくない状態であ
る。最近国連人権委員会がエリトリアにおける市民の虐待等反人道的犯罪を指摘し、エチ
オピアにおいても政敵の殺人が非難されている。このような国際的な非難をかわすために
紛争を引き起こしたとも言われている。多くのアフリカ諸国が国境問題を抱えており、誰
も触れたくない問題である。
14「ソウェト蜂起から 40 年、南アフリカは変わったか？」
“Forty years after the Soweto uprising: How far has South Africa come?”, Jason
Thomson, CSM, 6 月 16 日
今年は、南アのアパルトヘイトからの解放の契機ともなったソウェトでの学生の蜂起から
40 年の記念の年にあたる。大学構内に限られてはいるが、南アフリカは再び学生の抗議デ
モに揺れている。経済は下振れしているし、人口の 24％以上が失業しており、ランドも 5
年前の半分の価値しかない。
15「南アフリカの寒村：村人と巨大な鉱山会社の対立」
“The coastal village, the mining giant and the battle for South Africa’s soul”,
Jason Burke, The Observer, 6 月 12 日
南アの東海岸に位置する寒村、Xolobeni で村人と莫大なチタン埋蔵鉱を巡って南アフリカ
の将来を決するような重大な紛争が進行している。話は簡単である。国際的な鉱山会社が、
村を移転して、環境を破壊するプロジェクトを推し進め、村人と支援者が強く反対する図
式である。南アフリカは、停滞する主要産業に新しい投資を必要とし、貧困に苦しむ社会
の問題を解決する端緒となる、と受け止めている。古くて新しい問題の再燃である。
Brexit を読み解く
「英国 EU 離脱のアフリカへの影響――国民投票以前と直後の記事から」
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顧問

堀内

伸介

1「英国の EU 脱離のアフリカへの影響」
“The Brexit: What implications for Africa?”, Mariama Sow and Amadou Sy, Brookings,
6 月 21 日 －（国民投票以前の記事）
アフリカへの最大の影響は英国のアフリカを含め外国への関心の低下であろう。アフリカ
の開発の視点から見れば、英国のアフリカの開発への最大の関わりは、2005 年英国が G-8
の議長国であった時と言えよう。IDA18 が間もなく来るが、被援助国にとっては良いニュー
スはなかろう。英国は EU 開発基金の 14％を拠出しているが、英国の主導でそれ以上の発言
力を発揮している。今後英国の二国間援助の対象国は、絞られて行くことになろう。さら
には、二国間貿易の対象国も減り、アフリカの貿易全体も減少するのではなかろうか。
2「EU 離脱の現実」
“Brexit: The Reality”, Dr Robin Niblett, Chatham House, 6 月 24 日 （記事は必ず
しも英国とアフリカの関係に絞ったものではない。
）
EU 離脱を交渉する政治家は、離脱のレトリックと英国が直面する現実との差を覚悟しなけ
ればならない。離脱の決定は欧州諸国との今までの関係を廃棄しただけではなく、外国と
の関係を破棄したことを意味する。英国は EU に縛られることなく、自由に政治的な決定が
出来るというレトリックは、間違いである。EU が英国をそこまで縛っていたことはないし、
英国の財務省の資金を全部吸い上げて来たことも無い。EU のメンバー国であることにより、
「世界の誇り高き貿易国」のイメージが損なわれたわけでもない。英国の財政赤字、経常
収支赤字、債務の増加は、英国自身の問題であり、EU が引き起こしたものではない。これ
らの問題の解決には、離脱に投票した人々を巻き込んだ構造改革が必要であり、英国人全
体が苦しむことになろう。英国の海外への影響は大きく減少するであろう。
3「英国の EU 離脱はアフリカにとって最悪のニュース、以上！」
“Brexit Is Bad News for Africa. Period.”, Nicolas van deWalle(コーネル大学教授),
Foreign Policy, 6 月 27 日
一夜にして大英帝国は小イングランドに成り下がり、世界における英国の地位はロンドン
株市場損失の数倍の大きさで下落した。アフリカ駐在の英国の外交官たちは、英国の国旗
がまもなく歴史的な遺物になることに気が付いたことであろう。アフリカにおける英国の
利益は大きく損なわれるが、アフリカ諸国の損失の方が重大である。
今後 EU 主導の多数の平和維持活動と開発援助からの英国の離脱は、英国の影響力の減少の
みならず、アフリカ諸国に大きな損失をもたらすものとなろう。英国は離脱交渉の完了ま
で、EU に援助資金を支払わなければならないが、EU メンバー国は英国の政治的指導力を今
から無視することになろう。離脱の投票結果は南アフリカと他の株式市場に大きな損失を
もたらした。今後金融、貿易分野での英国の発言力、影響力は大いに損なわれ、英国に近
いアフリカ諸国もその損出を分担することになろう。アフリカ諸国はマルティラテラリズ
ムの原則に依存してきたが、今後国際関係において、ネガティブな動きがあろう。アフリ
カ諸国は最大のルーザーである。
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4「英国離脱はアフリカと英国に何をもたらすか」
“What will Brexit mean for Africa?”, Richard Dowden(Director, Royal African Society),
6 月 24 日
牛が「牛肉をもっと食べましょう」キャンペーンを支持するかのごとく、英国有権者の 52％
が英国離脱に賛成票を投じた。国家の自殺行為である。英国の民族間の闘争が始まる。ス
コットランドは国民投票を求め独立し、北アイルランドにも紛争が始まろう。ウエールズ
も貧乏なイングランドに縛られることを欲しない。英国は世界の金融の中心ではなくなり、
シティーには空地の札が立ち並ぶことであろう。
アフリカへの影響は？英国は EU、国連でもアフリカのために発言していた英国の国際的な
地位は失われ、英国の発言力は減少し、国連安全保障理事会からも追い出されかねない。
援助予算は削減されよう。また、移民に対しての人種差別も表面化するであろう。肌の色
の違うアフリカ人は特にその対象となろう。英国は欧州の脇にある小さな貧しい島国とな
ろう。離脱賛成者達は間違いを認めることになろうが、その時は手遅れである。
5「アフリカにとって英国の離脱は、何をもたらすか」、
“What does Brexit mean for Africa?”, Matthew Davies (Africa Business Report editor),
Johannesburg

BBC, 6 月 24 日

現時点で確かなことは、全てが不確かであるということである。将来の市場の動向と英国
と南アフリカの貿易についても不確かである。南アのランドは米ドルに対して 8％下落した。
今年に入ってすでに 21％のランド安である。英国の不況が消費の低迷をもたらすならば、
南アと他のアフリカ諸国からの輸出は伸び悩むであろう。英国の援助、GNI の 0.7％は変わ
らないであろうが、GNI が縮小すれば、援助額も減額しよう。英国は EU のアフリカ援助の
主導権を握っていたが、英国なしの EU のアフリカ援助は変わる可能性もある。
6「アフリカ諸国は英国離脱について、どのように考えているか」
“Africa: What Africa Thinks of Brexit”, Radio France International, 6 月 25 日
多くの影響が考えられるが、第一には貿易であろう。英国とアフリカの貿易協定は EU の枠
内で行われてきたが、離脱となれば、英国はアフリカ諸国と貿易協定を交渉し直すことに
なろう。交渉がアフリカ諸国に有利になるとは考えられない。アフリカと EU の諸協力のイ
ニシャティブは英国が取ってきたが、英国はその役目を果たさないとなると、欧州と西ア
フリカ 諸国の協力は変化し、アフリカの欧州とのビジネス可能性を損なうことになろう。
7「アフリカの輸出は、荒海に乗り出すことになろう」
“African Exporters Face Choppy Waters in the Wake of Brexit”, Conversationafrica,
6 月 26 日
離脱直近の影響は通貨の変動である。アフリカの輸出は資源価格の低迷によって、すでに
大きな影響を受けているが、離脱はこの傾向に追い打ちをかけるものである。ナイジェリ
アやケニア等が大きく影響されよう。南アフリカもドルに対してランド安となり、不安定
な動きとなっている。投資家はポンド建ての金融資産を処分して、ポンドと関連の少ない
資産を買っている。
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8「英国離脱はアフリカの経済に大きなマイナスの影響を与えよう」
“Brexit will be terrible for Africa’s largest economies”, Lily Kuo&Yomi Kazeem,
Ｑuartz africa, 6 月 24 日
アフリカ経済はすでに中国需要の停滞と資源価格の下落で大きな負の影響を受けている。
英国のアフリカ担当 James Duddridge 大臣は、英国のアフリカとの関係はＥＵの重荷が無
くなることで改善すると言っている。しかし、ナイジェリアやケニアなど大きな経済は苦
境に追い込まれよう。ナイジェリアは不景気を乗り切るための施策を始めたばかりで、予
想される世界経済の停滞はナイジェリア政府の経済運営に新たな重荷を負わせえることに
なろう。ケニアは米国財務省債券など安全な資産への乗り換えが進行し、ケニアシリング
の価値は下降圧力を受けることになる。アフリカ経済はこのような負の動きに対して抵抗
することは出来ない。
9「ナイジェリアを始めとしてアフリカ諸国への影響」
“How Brexit may affect Nigeria and other African states”, Penelope O., NerveAfrica,
6 月 24 日
ルネッサンス・キャピタルのエコノミスト Yvonne Mhango によると、英国経済の不況が予
想され、その場合、サブサハラ・アフリカ諸国（SSA）からの輸出が減少しよう。セイシェ
ル、モリシャス、ケニアを含む東アフリカ諸国、ナイジェリア等が一番影響を受けるであ
ろう。またケニアの外貨獲得の観光業もマイナスの影響を受けよう。SSA のユーロ建ての債
券の格付けは、すでに引きさげられていることから、新たな資本の流入は制限されること
になろう。という事は、経常収支の更なる悪化は避けられない。SSA 通貨の価値が、有力通
貨に対して引き下げられることは確かであろうが、SSA が投機の対象となることは、殆ど予
想されないので、その変動は大きくは無いであろう。ＥＵとの貿易協定の代わりに英国と
個別に協定を交渉しなければならない。英国のＥＵとの離脱交渉の 2 年間は、現状の援助
を含め平和維持など諸協定が効力を持つが、英国は直ちに発言権を失い、その影響は見逃
せない。
10「ナイジェリアへの影響、英国債の格付け、移民、独立」
“Nigeria: Brexit - UK Credit Rating Downgraded”, This Day, 6 月 26 日
ムーディーズによる英国債の格付けの下落と英国経済の動向、さらにナイジェリア等アフ
リカ諸国の通貨、貿易、景気への影響が論じられている。既に英国に住むナイジェリア人
と今後移住を希望するナイジェリア人への影響も不確かな要素も織り込んで論じている。
英国はアフリカ諸国との貿易増加を見込んで、アフリカの英国連邦メンバー国からの移住
希望者は今までよりも容易に移住できるようにする可能性もある。離脱の決定はナイジェ
リや他のアフリカ諸国に大きな政治問題を投げかけた。それは民族による独立分離運動の
勃興である。既にナイジェリアのイボ族は Brexit にならってＢiafrexit を宣言している。
同様の運動は他の多民族国家に広がる可能性もある。さらに、ＥＵにならって発足したＡ
Ｕもモロッコと同様にＡＵを脱落する国が出てくる可能性も無視できない。
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JOCV 寄稿

「ルワンダに田植え歌が生まれる日を夢見て」
平成 26 年度 3 次隊

ルワンダ

食用作物・稲作栽培

加藤

裕太

はじめまして、私は現在、東アフリ
カのルワンダ共和国で稲作栽培のお
手伝いをさせて頂いている青年海外
協力隊の加藤

裕太と申します。私

のような若輩者がルワンダのお米作
りについてどれだけのことを知って
いるのか疑問をお感じになるかと思
いますが、この一年半の間、見聞き
したことを自分なりにまとめ記させ
て頂きます。

化学肥料に頼りがちな米農家さんに有機資材の重要性の説明
――ルワンダに適した土壌改良を考える
さて、ルワンダは別名「千の丘の国」と呼ばれるほどたくさんの丘陵地が広がる土地柄で、
そのため一見、水を隅々まで張る必要のある田んぼには不向きに思えます。しかし丘があ
るということは谷もあり、そこには肥沃な湿地帯が広がり傾斜も小さいため、お米作りの
恰好の場となっています。
世界銀行や JICA の支援で灌漑などの整備も進められ、ルワンダは稲作が導入されてまだ数
十年しか経過していないにもかかわらず、今ではアフリカ諸国の中でも高い生産性を達成
しています。現在の成功には、農民による定期的な公共奉仕活動（ウムガンダ）を通した
農業設備のメンテナンスや、バナナ・豆などルワンダの主要作物が湿地での栽培に適さず、
結果的に多くの肥沃な土地が残されていたことなどが理由として挙げられます。
そして何より稲作に従事する人々の多くが農業組合に属し、化学肥料や農薬の受け渡しが
組織的に行われている点が農民の技術不足を補っているのでは？と考えています。しかし
このことが同時にルワンダのお米作りの危うさを創り出しているとも考えられ、私の現在
の活動の原点となりました。
ルワンダは日本の稲作暦と異なり、雨季に合わせ一年に二回栽培する二期作を行っていま
す。日本では秋の終わりから春の始めにかけて田んぼはお休みを頂き、土の力を回復させ
るのですが、ルワンダの田んぼにそんな時間はなく、次から次へ植えられた稲を育てなけ
ればなりません。
それを可能としているのは、元々の土がよく肥えていたことや化学肥料を毎回たくさん入
れているからでしょうが、栽培の要である土のケアが十分にされていない以上、徐々に土
の力が衰えてしまう可能性を否定することはできません。現に私の活動している水田地帯
では土の酸性度が芳しいとは言えず、また窒素など特定の養分が土の中で多くなりすぎる
と発生する病気が頻発しています。
（元々、ルワンダ東部の土は酸性寄りです）
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これらの危険な兆候は、ルワンダで特定の化学肥料だけが使われ続ける限り、改善される
ことは難しいと思います。ただ幸いなことに、ルワンダの農業省をはじめ研究機関なども
問題の解決を試み始め、これまで使われていた化学肥料に加え、その他の養分を含んだ肥
料を使った試験栽培も始まり、状況に好転の兆しがみられます。しかしこれはあくまで懐
に余裕のある農家に限った話で、受け取った化学肥料を転売し糊口をしのいでいるような
貧しい農家にとっては朗報となり得ません。
手前味噌ながら協力隊の草の根活動においては、日常的に現場へ出られるという利点を生
かし、このような支援の手が行き届かない人々に対してこそ、共に汗を流す姿勢であるべ
きと考えていることもあり、私の活動は彼らを含めた「誰でも簡単に作れ、安価に手に入
れられる肥料造り」を目指すこととなりました。
日本では一般的に土が酸化した際は、石灰をまいて中和を試みるのですが、まき過ぎると
土の硬化を招くため、扱いに少々難があります。草木灰という木枝・雑草を燃やしてつく
る中和資材もありますが、雑草の類はすでに家畜のエサとしてあちこちで刈り取られてお
り、土壌の流亡が問題となり植林を盛んに行っているルワンダにおいて得策とは言えませ
ん。
このようにいろいろ考えた末、日本での百姓時代に親方がお米の殻（籾殻）を蒸し焼きに
したもの（籾殻燻炭）について「土をフカフカにして、健康にしてくれるんや」と効能を
説明してくれた記憶が蘇り、さっそく巨大な籾殻山が放置されている最寄の精米会社へ駆
け込みました。
籾殻燻炭は、植物の光合成を促進させるなどの働きを持つケイ酸を多く含んだ弱アルカリ
性の土壌改良材です。これを田んぼにまけば、土の酸性化も抑えられ病気にも強い稲づく
りが可能となり、現在活動する水田地帯で発生している問題の対策となります。
組合・精米会社と掛け合い、無料で籾殻を譲り受けることが決まり、つくった籾殻燻炭を
まず試供品として地域の豪農さんたちに配布したところ「籾殻燻炭と化学肥料を合わせて
まいた田んぼの実りは良い」と好評を頂き、それを聞きつけた農家さんからたくさんの問
い合わせを寄せられ、とても嬉しく感じました。そしてより多くの農家さんにこの資材を
届けられるよう知恵を絞らねばと決意を新たにしました。
今後は有機資材の唯一の難点である施す量が非常に多く、運搬が困難という問題を解決す
べく、農家さんが自分たちで籾殻燻炭を生産できる簡単な設備を各水田区域につくり、全
ての農家さんが田んぼにまく資材を手に入れられるようにしていきたいです。
ここまで私事ばかり書いてしまいましたが、ルワンダの農家さんは耕作する際、肥料をま
くという習慣に乏しい場合が少なくなく、その反動か近年出回り始めた化学肥料は魔法の
粉の如く珍重されています。しかし一方で不作に陥ったりすると草取りなどの基本的な農
法の不手際に目がいかず、
「肥料がなかったからだ！」などと近代農業資材に頼り過ぎた考
えに囚われる遠因ともなっています。
また田植えの際、苗を密々にしてたくさん植えるほど豊作になる迷信が広まり、地域の農
業技官の手を焼かせていることも良い例です。したがって一口に近代的な農業が良いと言
い切るわけにもいかず、ルワンダの農家さんがこれまで積み重ねてきた伝統的な農法を邪
魔せずにより良い結果を導き出すにはどうしたらよいのか？をしっかり考えていくべきだ
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と感じています。
――優れたネリカ米の普及をめざして
幸いなことに私が活動している国、ルワンダの隣国ウガンダでは、JICA の協力の下稲作の
導入・普及が盛んに行われ、倣うべき内容がたくさんあります。特にその中心を担うアフ
リカのための新しいお米（ネリカ）の貢献には瞠目するしかありません。私自身も大学生
時代に少しネリカの研究を齧ったこともあり、常々その特記すべき成果には目を引かれて
いました。
と言いますのも、ルワンダでは灌漑設備が整い水が行き渡りやすいといっても、残念なが
ら全てくまなくという訳ではありません。実際は十分な水の届かない地域の農家さんも大
勢いますし、土の状態が悪く水を入れてもすぐに渇いてしまう田んぼもたくさんあります。
土の質は籾殻燻炭で多少の改善が見込めますが、もともと湿地の植物である稲を水の乏し
い状況で育てようとするのは、中々に難儀な話です。しかし現在、ここにネリカという光
明がみえてきました。
なぜなら昨今、実用化されているネ
リカは全て陸稲であり、日本で一般
的に育てられている水稲ほどたくさ
んの水を必要としません。そして酸
化した土の上でも立派に育ち、栽培
にかかる期間も５ヶ月前後とルワン
ダ東部の稲作条件と見事に符合しま
す。

隊員・農家さんによるネリカ（新品
種のお米）の田植え
ですので、さっそく JICA ウガンダからネリカの種籾を頂き栽培したところ、ネリカシリー
ズの中で最も優れた特性を持つとされるネリカ４が病気や害虫の猛攻にも挫けず、豊かな
実りをみせてくれました。ルワンダ人は一般的にインディカ米のような細長いお米を好む
こともあり、水不足への対応・ルワンダ人の嗜好に合うことの両面からルワンダ国内にお
けるネリカの伸びしろは十分にあると考えられます。
さて、長々と稲作に関する取り組みばかり書き連ねてしまいましたが、これはどちらかと
言うとお米づくりのハードの面です。ハードを生かすには優秀なソフト、つまり人材が不
可欠だと思います。そんなことをつらつらと考え、どこでそんな農業のための人材が養成
されているかと思い巡らせたところ、農学部に属していた自分、農業学徒に行き着きまし
た。
――人材育成=農業学校で現場の実情に即した実習教育をできないだろうか？
そのような考えに思い至り、始まったのがルワンダ東部で活動する農業系隊員４名で農業
学校２校を定期的に回るワークショップです。内容は実践しやすさを重視し、これまで機
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材なしでできる簡単な土の分析法の実
践や鳥の食害から作物を守る手法を演
劇でみせたりと様々な工夫をこらして
きました。
彼ら生徒の多くは実家が農家であり、卒
業後は家業を継いだり農業関係の職業
に就く子が少なくありません。そんな少
し先の将来に、私たちのワークショップ
で習った技術や知識を思い出し、今まで
漫然と続けられてきた古典的な農法の陥穽を見直すきっかけとなってくれれば、ルワンダ
農業の改善にも繋がります。そしてこのような改善の積み重ねが現在までに蓄えられてき
たハードを生かす一歩になり得ると信じています。
以上が簡単ではありますが、私が１年半の間に行ってきた活動の全容となります。担当す
る 300ha ほどの水田地帯には 1,300
人を超える組合所属の農家さんが働
いておられ、その一人一人に自分が
与えられる影響などゼロに等しいと
日々痛感しています。しかし農業と
は今私たちが生きている社会の礎で
あり、要石です。このかけがえのな
い土台があってこそ私たちは衣食住
を始められますし、将来を見据えら
れます。
その意味で農業に不可欠な土を涵養
し、新しい品種の稲を導入しより多
くの土地でお米作りを始められるよう取り組むことは、ルワンダの稲作がただの作業に留
まらず、日本のお米文化のようにいずれ鮮やかに人の営みを彩る契機となるかもしれませ
ん。
日本は稲を植え始めて 2000 余年の長い間、お米を軸に世の中
が回り続け、一時は銀のシャリと謳うほど人々がお米を愛し
ました。いわば長年連れ添い、互いの酸いも甘いもよく知る
熟年夫婦です。翻ってルワンダは未だ新婚さんで、これより
手を取り合い世の荒波に漕ぎ出そうとしています。その船頭
の一端を担わせてもらった者として、どうか両者の行く先に
幸多からんことを切に願います。

収穫を迎え、たわわに実ったネリカ米
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インタビュー
金城 拓真

EASP Chairman に聞く

－アフリカビジネス 13 年の想い－

金城 拓真（きんじょう たくま）1981 年沖縄県生まれ。
アフリカ 9 カ国（タンザニア・ザンビア・マダガスカル・ベナ
ン・ニジェール・ブルキナファソ・コートジボワール・カメル
ーン・トーゴ）で、50 社以上の企業経営(金取引、農業経営、不
動産、タクシー、運送業、金鉱山運営、カジノ、ホテル、中国
製品の卸売、土地開発など)に携わる。近著『「世界」で働く。
』
-アフリカで起業し、50 社を経営する僕が大切にしていること日本実業出版社

――アフリカでのビジネスというと、ワイロ横行、人材不足、人件費も物価も高い、とネ
ガティブな印象があるなかで、13 年間躍進し続けておられます。
金城：僕は沖縄で生まれ、父は米軍基地内で働いていました。弟 2 人と妹 1 人、将来は安
定した公務員を目指して、大学に行くつもりでしたが、当時のあまりよろしくない偏差値
と経済力を考えた結果、韓国の大学に進学しました。そこで今も弊社の知恵袋であるアフ
リカ生れアフリカ育ちの日本人、金谷と 2 人のアンゴラからの留学生と出会ったのがアフ
リカとのつきあいのはじまりでした。4 人で韓国の中古車をアンゴラに輸出しようというこ
とになって、実際面白いほど売れました。これなら日本の中古車もアフリカで売れると考
え、2007 年金谷とタンザニアに渡りましたが、ここで勘違いに気づきました。アンゴラで
中古車が売れたのは、アンゴラの留学生が政府高官の息子で、通関、販売になんの障害も
なかったからで、知り合いもコネもない日本人がタンザニアで車を売るのは無謀でした。
すでに港に着いていた中古車 4 台をとりあえず引き取って、手持ち資金は底をつき、もう
だめかもと思っていた頃、到着してすぐに入った保険会社の担当者が「元気にやってる？」
と訪ねてくれ、事情を話すと彼の顧客を紹介してくれました。3 日で 4 台全部売れました。
中古車業界では車両だけを安く売り、カーステレオなどのオプションは高くするというの
が常識でしたが、僕たちはフル装備で売っていたので利益はそんなに多くなかったけれど
も逆によかったみたいです。
その後ザンジバルのオマーン系富豪一族と知り合いになりました。彼は 3 代目の御曹司
でセメント、食用油、米の輸入はこの一族が握っていました。当時のザンジバルはタンザ
ニアと税制が別で、中古車の輸入税率がタンザニアの 10 分の 1 から 20 分の 1、ザンジバル
に入れて、ナンバープレートを取得、そしてタンザニアにもっていくとこれは国内輸送扱
いで税金はかからないというわけで、安い値段でいい車両を提供できました。
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――現地従業員との価値観の違い、意思の疎通が難しいとよく聞きます。
金城：ドライバー兼ガイドを雇うとして、日給プラス超過勤務手当でたとえば 1 万円とし
ます。普通日本では仕事が終わって最後に 1 万円渡しますよね。でもそれではだめなので
す。お昼ごはんの時に 2000 円渡し、我われは彼とは別にレストランへ行く。仕事が終わっ
てから 8000 円渡す。総額は同じでもランチ前に少し渡さないとランチは自腹を切らされた
と感じるのか不満の元になるのです。そういった小さなことの積み重ねがアフリカで長く
仕事が続けられるかどうかの分岐点だと思います。金谷は生れた時からアフリカですから、
ドライバーやメイドの扱い、雇う際のポイント、さらにはお金がない人のマインドが感覚
的にわかるのです。
――中古車の輸入販売からどんどん事業を拡大されました。
金城：中古車が余ってタクシー会社を経営したもののあまりもうからない。それならバイ
クタクシーと考え、中国製の 10 万円切るくらいの 125cc のバイクを何台か買ってためしに
やるとこれが儲かった。スラムの人間をドラ
イバーとして雇い、彼らは計算が全くできま
せんから、売り上げの何％納めてくれと言っ
ても分からない。苦肉の策で、うちに納めて
もらう金額を一週間単位で決め、それ以上稼
いだら君のもの、稼げなかったら自腹ね、と
いう契約を結びました。採用基準は友達紹介
制をとり、とあるスラムの中の 6－7 割の若者
がうちのドライバーになりました。
そこで村長選挙があって選挙協力依頼され

バイクタクシー
た方が当選、その村長さんが小学校を立て直したい、予算は国からもでるので大丈夫と言
われ建設会社を作り応札しました。応札したのはわが社だけで落札したはいいが、工事が
まったく進まない。建設現場となる学校までの道が悪く、さらに新参者の我われに建設資
材を売ってくれるところはありませんでした。中でも砂利、
砂、これは建設業者のアキレス腱でこれをおさえておかな
いとだめ。しょうがないので建設資材の会社もつくり、運
送会社も作り、砂利、砂を山から掘ってもってくることが
可能になり、無事学校はできました。
ところが、運送業というのは往復荷物がないと赤字になり
ます。ダルエスサラームから地方への荷物はたくさんある
のに帰りは空っぽ。そこで先乗りで地方の農作物を買い集
め、野菜の卸売りをしましたが、品質やサイズがばらばら、
揃っているほうが高く売れるよと言っても、揃えるなんて
ムリと農家から猛反発されました。それで地方に土地を買
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って農業を始め、品質が一定のものを生産販売できまし
た。すると 1 年後にスタッフから「ただ野菜を売るだけ
でなく加工販売したほうが儲かる、僕は、昔溶接技術を
身に付け製粉機と絞油機を作っていたから任せてくれ。」
そこで主食となるとうもろこしの製粉機をつくり、大量
生産が可能になりました。次のステップとして、製粉機
を地方の農家に売ることを考えました。農家の方に買っ
てもらうといっても彼らはお金がない、「機械は無料で
設置するので粉の 20％はうちに納めてください」と言っ
て、SACOS という農業組合指定業者になりました。この
20％から利益がでるので半年で機械のもとは取れるの
です。さらにたくさん卸してくれたら、トラックを横付
けして、割引で載せてあげるよって言ったり、お金のな

製粉機
いところからお金を取ることは難しいですが、物々交換もありで、利益を得ることは可能
です。
――金鉱山ももっておられますね。
金城：タンザニアは金、タンザナイト、ダイヤモンドがでます。でも新参者には売ってく
れない。そこでまず仲良くなろうと採掘人に食用油や消耗品をトラックに積んで運び無料
であげました。現場では日用品を買いに行くのに 2－3 日かかるのですごく喜んでくれて、
以後、つながりができ、タンザニアとは別の国ですが金鉱山も買いました。ダイヤモンド
と金は別会社を作っています。
「ブラッド

ダイヤモンド」という映画がありました。この映画をきっかけに紛争ダイヤ

はけしからんとの声が高まり、キンバリープロセス証明書がなければ表の世界では売れな
くなりました。この証明書は一民間企業デビアスが発行するもので、その証書を出すたび
にデビアスにお金が入る。デビアスは昔ダイヤモンド取引の 9 割を握っていたのが、最近
ではインド、中国系のお金持ちが鉱山を買って掘り出して売っているのでシェアは 6 割切
っています。しかしその証書がなければ売れないシステムが出来上がっているのです。
――日本がアフリカとの貿易に躊躇する理由として、日本から輸出するものはあっても帰
りの船に載せるものがない、アフリカの産品は全部東南アジアにある。と聞いたことがあ
りますが、中国とアフリカの貿易をしておられますね。
金城：2007 年ケニアの大統領選挙後混乱が続きました。東アフリカ全体に影響がでるので
はと思い、事業を西アフリカにも展開することにしました。金谷の幼なじみの中国人がい
て、彼は祖父の代に、文化大革命でコートジボワールに逃れてきて、後のコートジボワー
ル内戦でベナンに移住していました。彼はお金がなかったけれど中国にはコネがあった。
それで上海・ベナン間の貿易を考えました。中国から日用雑貨を輸入し、ベナンから陸路
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でナイジェリアに輸出。ベナンからはカシューナッツ、ついで木材を中国に輸出、今では
毎週 40-50 コンテナ、1 カ月 200 コンテナ輸送しています。レッドウッドという高級木材は
東南アジアで産出されますが、ベナンのアフリカンレッドウッドもなかなかのもので家具、
机のひきだしなどに使われています。木材の年間伐採量が決まっていて、伐採会社も作り

ベナンコンテナ

アフリカンレッドウッド

ました。日本は検疫が厳しいので直接は届きませんが、カシューナッツなどうちから輸出
したものが中国経由で日本に入っている品もあります。アフリカと中国・インドとの貿易
の強化に日本人の僕が取り組んでいます。
中国との貿易が軌道に乗ると中国人からアドバイスを求められることが多くなりました。
コンサル会社をつくって商売のコツを教えているうちに、その中の成功者から「差別化し
たいので広告をうちたい」という話が出て、広告会社を立ち上げました。さらに現地駐在
員を置きたいと言ってくるので、ホテル、オフィス、社宅をつくり、事業はどんどん広が
っています。異なる業種、50 社以上を複数の地域でもっているとリスク分散できるし、ひ
とつの事業が不調のときの原因究明も容易にできます。
マダガスカルでは砂、砂利をおさえ、ホテル建設、カメルーンでは広告代理店。MTN グルー
プという通信会社の仏語圏の広告はうちが独占契約をとっています。中国人から広告をう
ちたいと相談を受け、フランスで広告の勉強をした金谷の友人がちょうどベナンに帰って
きたそのタイミングですね。チャンスは貯金できない、即決です。
――タンザニア国際商業見本市がもうすぐですね。
金城：4 年前から SABASABA（タンザニア国際商業見本市）に出店していました。現在では
参加企業は約 1,000 社を越え、東アフリカ最大規模の商業見本市です。JICA、JETRO の方と
相談してジャパンブースとしてひとまとまりになって年を追うごとに規模は拡大、
SABASABA 自体は 1 週間で 22 万人の入場者が見込まれています。
――アフリカビジネスコンテスト（ABIC)を企画され、まさに今審査の真最中です。
金城：これは弊社の広告代理店部門が主催しています。http://africabizcup.com/
単なるビジコンではなく、メンターの存在が今回の肝です。アフリカから提案されるアイ
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デアは確かにおもしろいのですが、ビジネスとしては未熟、一次審査の合格者に対してメ
ンターがブラッシュアップして二次審査、ここで 5 カ国計 10 組が選ばれ、さらに強化合宿
でプランを練り直し最終審査にのぞみます。このインタビューが掲載される頃優勝者が決
まっていると思います。このコンテストはどの分野の人に見てもらっても真っ当で意味あ
るものにするために情熱を傾けています。その一つが、審査員の選定で日本とアフリカの
産、学、官、金融の第一人者にお願いしています。優勝者は 9 月に日本に来ます。
――アフリカでビジネスを継続させるには。
金城：やってみて初めてわかることがたくさんあります。リスクも当然あります。情報は
玉石混交で、アフリカの IT 先進国とうたわれていても、ビジネスレベルでのネット環境は
必ずしもよくなかったり、常識を超える国もあるようです。たとえば逮捕状がなくても逮
捕できる権利が警察にある、踏み込まれて逮捕されて、裁判になり、その間は営業しては
ならないと法律で決まっているので結局会社はつぶれる、つぶされる、それならあらかじ
めお金を渡しておく方がいいのかというと、IT 化の時代、ネットで情報が管理され、輸出
割り当てだとか完全に記録に残っていますから、担当者が変わると全部明らかになり賄賂
が時に命取りになります。アフリカで事業を継続するにはネットワークが必要ですし、マ
インドを知る、義理・人情を理解する。結局人とのつながりが重要で、目先の利益にとら
われないことでしょうか。
中国のファーウェーという通信会社がポケット WiFi をタダ同然で売っていました。中国人
社長に話を聞くと「5 年後をみていてくれ」今、ファーウェーはタンザニア政府と独占契約
を結び、IT インフラに関してはすべてファーウェ―を通して行うことになりました。タダ
同然でポケット WiFi を売って、タンザニアの IT インフラ向上に貢献したというお墨付き
をもらってそれをもって政府に陳情に行く。そして今では POS レジを開発して全土の小売
店に使わせています。自動的にデータが入りますから、納税額が決定されます。目先の利
益ではなく、その先の大きなものを目指して事業を走らせたわけです。アフリカにはまだ
システムが整っていない分野がたくさんありますか
ら、ビジネスチャンスもたくさんあります。
――次世代を育てる。
金城： 僕は就活に失敗、生きていくための仕事とし
てアフリカとのビジネスを始めました。今では手ごた
えを感じていますが、多くの人との出会いのおかげで
恩返ししなければと考えています。
タンザニア農業大学の理事も引き受けました。実習
生が農作物を作ったはいいが卸し先がわからず腐ら
せるしかないがどうしたものかと理事長から相談を
受けたのがきっかけでした。理事長の希望はお金儲け
したいわけではなく、現地の人ができる程度の農業で
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お金を回したい、流通システムも学ばせたいとのことで、そこは僕らが専門ですから協力
しています。利益は大学に戻し、牛豚もせっせと売
っています。ある学生が卒論研究でうずらを育て卵
を産ませ、マーケットで売るとびっくりするくらい
の値がつきました。売上金をそのままその学生の名
前のついた奨学金にしています。
またタンザニア有数のスラムの青年をバイクタク
シーのドライバーに雇い、ギャングになるしかない
と思っていた若者がちゃんと家族を養って、地域の
犯罪も減ったので親ごさんからも感謝されますが、
貧困が犯罪を生むのであって、仕事があれば、ひど
いことにはなりません。ただ彼らの家には僕ではな
く、金谷の写真が飾ってありました（笑）。
今年から横浜 FC と契約を結びました。将来的にはア
フリカの選手を日本に連れてくること、そしてアフ

卒業証書授与式
リカでサッカー選手育成の学校をつくりたいと考えています。10-15 才の子どもたちに将来
の夢を感じてほしい。その手助けになるのではと思っています。
（インタビュアー 清水 眞理子）
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アフリカ映画情報
特別研究員

高倍 信宣

★映画祭 ☆公開予定 ＊公開中
★フランス映画祭 2016 Festival de

Film Francais au Japon

6.24～6.27

http://unifrance.jp/festival/2016/ 毎年カンヌ映画祭の後、6 月に東京有楽町朝日ホー
ルで催されている。多民族・多宗教社会になっているフランスの映画には、アフリカ系の
人物が登場する。本邦公開予定の 3 作を紹介したい。
*エマニュエル・ベルコ監督「太陽のめざめ」La Tete Haute

（オープニング作品）

8.6 シネスウィッチ銀座で公開予定 http://www.cetera.co.jp/taiyou/
シングルマザーに育児放棄された非行少年を 10 年にわたり見守る女性判事のドラマ。
*マリー＝カスティーユ・マンシオン＝シャール監督「奇跡の教室」Les Heritiers
8.6 恵比寿ガーデンシネマ、角川シネマ新宿他で公開 http://kisekinokyoshitsu.jp/
パリ郊外のリセの落ちこぼれクラス担当の教師が生徒たちをコンクール参加に導くドラマ
*ロシュディ・ゼム監督「仮題 ショコラ！」Chocolat

2017 年公開予定

1990 年代初頭、名白人芸人とコンビを組み人気を博した黒人芸人の人生ドラマ
○公開作品
☆「シュガー・ブルース」Sugar Blues 監督：アンドレア・ツルコヴァー
2014 年/チェコ/81 分 7.23 渋谷アップリンクで公開

http://www.sugar-blues.com//

家族で砂糖をやめたわけと副題のついたドキュメンタリー。妊婦糖尿病と診断された監督
が砂糖摂取の弊害と業界の戦略を 3 大陸に訪ねる。
アフリカの難民キャンプにも砂糖が・
・。
☆「ストリートオーケストラ」Todo Que Aprendemos Juntos 英題 THE VIOLIN TEACHER
監督・脚本：セルジオ・マシャード 2015/ブラジル/103 分
8.13 ヒューマントラストシネマズ有楽町他全国順次

http://gaga.ne.jp/street/

サンパウロの一大スラムの野外音楽教室にやってくる若者とオーケストラの団員を夢見る
アフリカ系ヴァイオリン奏者が困難を乗り越えて野外コンサート開催に漕ぎつけるドラマ。
☆「ポバティー・インク ～あなたの寄付の不都合な真実～」POVERTY, INC.
監督：マイケル・マシスン・ミラー 2014/アメリカ/91 分/ドキュメンタリー
8.6 渋谷アップリンク他順次 http://unitedpeople.jp/povertyinc
アフリカなどに途上国援助を謳いさまざまな形で資金を集める国際 NGO・援助機関の実態は？

＊「ホース・マネー」Cavalo Dinheiro/英題 Horse Money
監督：ペドロ・コスタ

2014/ポルトガル/104 分

渋谷・ユーロスペースに引き続き、近

く大阪、名古屋、神戸で上映 http://www.cinematrix.jp/HorseMoney/
リスボンに出稼ぎに来た老カーボ・ヴェルデの移民の人生の虚実が混ざる記憶ドラマ。
＊「ミスター・ダイナマイト
The Rise of James Brown

ファンクの帝王ジェームス・ブラウン」MR.DYNAMITE：

監督：アレックス・ギブニー

2014/アメリカ/115 分

渋谷アップリンク公開中、他順次 http://www.uplink.co.jp/mrdynamite/
J.B がアーティストの頂点に立つまでの半生を捉えた音楽ドキュメンタリー
＊「最高の花婿」Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
2013/フランス/97 分

監督 P.ドゥ・ショーヴロン

http://www.cetera.co.jp/hanamuko/ 下高井戸シネマ他で上映中

3 人の娘が民族、宗教、習慣が異なる相手と結婚して起きる騒動コメディ
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アフリカ協会からのご案内
―懸賞論文募集/アフリカ基金・サブサハラ奨学基金助成申請/協会日誌―
理事

成島

利晴

アフリカ協会主催第 2 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、
下記の要領で平成 27 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

アフリカに関心を持つ若手研究者の育成を目的として、昨年度に続き今年度も
懸賞論文を募集します。この論文募集は若手研究者のさまざまな提言を集め優
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知識を広め
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
下記のテーマから、いずれか 1 テーマを選択のこと（未発表・未掲載に限る）
①

日本とアフリカの関係促進に関する提言

②

企業のアフリカ進出に関する提言

③

アフリカ社会の発展と展望に関する考察

３．応募資格 原則として 35 歳までの研究者（院生・学生を含む）・企業従事者
４．応募作品 日本語 8,000 字から 12,000 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・職業・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 平成 28 年 9 月 30 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

最優秀賞 （1 点）
： 副賞 賞金 30 万円
優秀賞

（1 点）
： 副賞 賞金 10 万円

佳作

（2 点）
： 副賞 賞金 5 万円

（尚、最優秀作品は機関誌「アフリカ」平成 29 年春号に論文掲載予定）
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）ほか外部
有識者数名を予定
10．審査発表及び表彰 平成 29 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、版権は主催者に帰属
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

31

アフリカ基金・サブサハラ奨学基金助成申請
一般社団法人アフリカ協会は、管理・運営している 2 つの基金について、2016 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。
アフリカ基金（2016 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：2016 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 か月以内に、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：2016 年 9 月 30 日（金）
助成金交付時期：2016 年 12 月末（予定）
サブサハラ・奨学基金（2016 年度下期）
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：2016 年度下期総額は 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 か月以内に、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：2016 年 12 月 28 日（水）
助成金交付時期：2017 年 3 月末（予定）
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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
協会日誌
6 月 15 日〜7 月 14 日
6 月 22 日 「2016 年度第 7 回鈴木駐エチオピア大使を囲む懇談会」
6 月 22 日午後、日仏会館会議室において鈴木量博駐エチオピア大使兼アフ
リカ連合（AU）日本国常駐代表を迎え、同国の近況について伺う会を開催
しました（会員企業等から出席者計 26 名）
。鈴木大使より同国の開発目標、
経済、内政、外交等を紹介し、同国はバングラ、マレイシア等のアジア諸
国の開発過程を参考にしつつ、労働集約型の工業化を目指すと言う明確な
目的意識を持っておりかかる目標に合致すると確信する開発計画は速やか
に進めていく、という特性を紹介しました。この他、航空、米や中国の同
国との関係を説明すると共に、同国に本部を有する AU の最近の動き（アジ
ェンダ 2063 の進捗ぶり他）と TICADⅥへの AU とエチオピアの動きも紹介し
ました。その後出席者よりエネルギー分野、金融セクター、繊維工業、イ
ンフラ建設の状況、石油資源開発についての日本との共同スタディを行う
ことへの関心の有無、AU のリーダーシップを取る意欲があるか等について
質問が出されました。
6 月 27 日 アフリカ協会 2016 年度通常総会
6 月 27 日 14 時から㈱パソナグループ 1 階ＡＢＣホールにて当協会
2016 年度通常総会を開催。
終了後、15 時より今年度第 2 回理事会を開催。
7 月 05 日 「2016 年度第 8 回二石駐ブルキナファソ大使を囲む懇談会」
７月 5 日午後、日仏会館において二石昌人・駐ブルキナファソ大使を囲む
懇談会を開催しました（会員企業等より計 12 名出席）
。二石大使よりコン
パオレ大統領の失脚と暫定政権を経て現在のカボレ大統領選出に至る内政
状況、経済、台湾と外交関係を有するなどの外交、日本との関係・開発協
力と現在の同国の開発目標，モシ族族長が時に対立関係の納め方などの相
談役となること等について説明があり、その後出席者より柔道・空手など
日本武道を習う国民が多いと聞くが、教育効果もあるのではないか、台湾
承認で実利はあるのか、日本企業が出ていくことが可能な分野、特産品の
シアバターの生産状況、モシ族族長の立場に法律の裏付けがあるか否か、
周辺国との関係、在留邦人が多い理由、インフラ整備面での日仏協調の可
能性などについて質問がありました。
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今後の予定
7 月 16 日 「第 2 回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）市ヶ谷地球ひろば 国際会議場
アフリカの面白さ・愉しさを語るアフリカ入門講座の第 2 回開催。昨年は
200 名近くの参加者で大盛況であったが、今年も愉しんで頂ける企画と
なっている。
7 月 21 日 「会員との夏季交流会」
時間：18 時から 20 時予定
場所：外務精励会新虎ノ門クラブ
会費：1,000 円/名
協会より会員の皆様に日頃のご支援に感謝の意味で交流会を開催。
食事・飲物を用意しておりますので多数ご参加を期待しています。
7 月 30 日 「アフリカから学ぶ（音楽篇）」（仮題）
時間：18 時半から 21 時
場所：ポレポレ坐 （中野区東中野 4‐4‐1、ポレポレ坐ビル 1 階）
今年度より始めるアフリカの文化・社会を皆様に知って、楽しんで
頂こうという企画。第 1 回はジンバブエ・ショナ族のンビラ（親指ピアノ）
と西アフリカ・マンデのダンスと音楽です。
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