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巻頭言

『季節の移り変わり 立冬へ』
今年も立冬を迎えました。毎年 11 月 8 日頃なのですが、今年は 7 日でした。
「立冬」の「立」には新しい季節になるとの意味があります。立冬により冬が
始まり、来年の 2 月 4 日頃の立春の前日までが冬となります。冬が始まったとは
言え、今年の立冬は暖かく日差しの良い所では上着がいらないほどでした。
立冬の一週間前には関東と近畿で北よりの強風が吹き、気象庁は今年の「木枯らし
一号」が吹いたと発表しました。台風が温帯低気圧に変わりながら日本列島の南を
北東に進んだせいもあって、昨年よりも 10 日も早い「木枯らし一号」が吹き、今年の
冬は例年より早く寒くなるのかと思いましたが、その後は寒くなったり暖かく
なったりで、寒暖が繰り返されています。
ところで、木枯らしとは、日本の太平洋側地域において晩秋から初冬の間に吹く
風速 8m/s 以上の北寄りの風のことで、冬型の西高東低の気圧配置になったことを
示す気象現象の由です。気象庁は、この風が初めて吹いたときに木枯らし一号として
発表しているのですが、発表は東京と大阪に限られているそうです。季節の変化を
感じる現象でありながらも厳しさの到来を伝えるものであり、人々が心待ちに
している桜の開花情報のように地域ごとの細やかな発表が不要だからでしょうか。
ふと窓の外に目をやると、木枯らしに揺れる木々が色鮮やかにグラデーションを
表しています。深い緑から赤や黄色に変わった葉っぱは、風に吹き飛ばされない
ように必死に枝にしがみついているようです。北海道から徐々に南下してきた
紅葉が、これから暫くは私たちの目を楽しませてくれそうです。
春の桜、秋の紅葉、どちらが好みかは、個人差や年齢差があると思いますが、
この自然の美を満喫してみてはいかがでしょう。
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＝(10/16～11/12 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（８月）
１．首相の交代
15 日、ブーテフリカ大統領はテブン政権に終止符を打ち、議会多数派との協議の末、
ウーヤヒヤ大統領府官房長を新首相に任命。
テブン政権は 3 か月に満たない期間で終了。
２．政令廃止
22 日、ウーヤヒヤ首相はテブン前首相時代の 6 月に発布された二つの政令を廃止
する政令に署名。一つは首相付監察局の創設に関するもの、もう一つは輸入ライセンス
の最終決定権を首相が持つとするもの。
３．インフレ率
国家統計局（ONS)は、2017 年 6 月のインフレ率が 6.1％であったと発表。
４．バスの生産
19 日、マズーズ・グループのオーナーが中国海格（HIGER)社のバスの生産が
セティフに建設中の工場（年間 3000 台の生産能力）で 2 月より開始される旨明らかに
した。22 日、国防省はルイバにある AMS-MB 社（ダイムラー社との技術協力で、
年間 15000 台のトラックと 1500 台のバスの生産を計画）がメルセデス・ベンツ・
ブランドの車両 227 台を納品したと発表。
http://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/news2017.08.pdf
アルジェリア政治経済月例報告（９月）
１．政府行動計画
12 日、ウーヤヒヤ首相（民主国民連合（RND）党首）は他の与党党首及び RND 報道官と、
17 日に国民議会に提出される政府行動計画につき協議。
21 日、同計画は国民議会の投票に付され、賛成 341 票、反対 64 票、棄権 13 票を
もって採択され、更に 27 日、同計画は国民評議会においても採択された。
２．世銀レポート
13 日、2017－2019 年期のアルジェリアの実質国内総生産の年平均成長率を 1.4％と
見積もる世界銀行のレポート結果が各紙で報じられた。
３．人間開発度
17 日、世界経済フォーラムがアルジェリアの人間開発度を調査 130 ヵ国中 112 位、
アフリカ 34 ヵ国中 17 位と評価した旨各紙で報じられた。
４．2018 年度予算法案
27 日、政府は 2018 年度予算法案を閣議決定。
「財産税」の提案、年金基金への 5000 億ディナールの融資、企業に対する 4000 億
ディナール分の未払い債務の支払い等が盛り込まれた。
http://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/news2017.09.pdf
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コモロ連合月報（８月）
１．国民集会
アザリ大統領は、独立後 42 年とコモロ連合成立及び大統領輪番制導入後 15 年の
総括を目的とした国民集会を 8 月か 9 月に開催することを発表。
野党に属する RDC、オレンジ党、CADIM、RIDJA 党を始めとする 15 の政党及び政治
グループは、同集会の開催を支持。
２．マイヨット島委員会
国民集会開催が近づくのを前に、12 日から 13 日にかけて、マイヨット島委員会は、
コモロの 4 番目の島であるマイヨット島返還要求を目的とする会合を開催した。
３．SADC 加盟
19 日及び 20 日に南アのプレトリアにおいて開催された第 37 回南部アフリカ開発
共同体（SADC)首脳会議に参加した 15 の現加盟国はコモロの SADC 新規加盟を承認した。
http://www.mg.emb-japan.go.jp/files/000291141.pdf
コモロ連合月報（９月）
１．国民集会運営委員会（CPAN)創設
16 日、アザリ大統領は国民集会準備のための機関である国民集会運営委員会
（CPAN)創設に係る大統領令を発出した。同委員会の構成は、CPAN は政党の代表者 13 名、
「8 月 11 日運動」
（注： 2015 年 8 月 11 日の抗議集会を契機に設立された市民団体。
同国民集会の提唱者）から 12 名、女性 2 名を含む市民社会から 8 名、行政組織から
10 名、マイヨット島から 2 名の計 45 名となっている。
２．臨時国会
23 日、大統領令により臨時国会が召集された。
26 日からの 1 週間、2017 年補正予算案が審議される。
３．中国留学
31 日、在コモロ中国大使館にて中国の高等教育機関へ留学するコモロ人学生 8 名
への奨学金授与式が開催された。同奨学金制度は 1980 年に開始、これまでに 140 名
が留学した。
４．バラデュール・ビザ
12 日仏外務省において仏・コモロ同数ハイレベル委員会が開かれ、バラデュール・
ビザ（注：1995 年に導入されたコモロ３島とマイヨット島間の移動を制限する仕組み）
廃止に向けた道筋を示す工程表に、スエフ・アミン・コモロ外務大臣とジャン・ドリア
ン仏外務大臣が署名した。
http://www.mg.emb-japan.go.jp/files/000297403.pdf
コンゴ（共）月報報告（７月）
１．国民議会議員選挙
16 日、国民議会議員選挙の第１回投票及び地方議会議員選挙の投票が行われ、
30 日には国民議会議員選挙の第二回投票が行われた。8 月 2 日、ンブル内務・地方分権・
地方開発大臣が投票結果を発表し、コンゴ労働党（PCT)が９０議席、社会民主主義の
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ための全アフリカ連合（UPADS)が８議席、民主・人道的同盟（UDH-Yuki）が
支援する候補者が８議席獲得。
２．選挙監視団
18 日、AU 選挙監視団と大湖地域国際会議（CIGLR)監視団は合同記者会見を行い、
16 日に行われた両選挙の投票につき、投開票運営の脆弱さを指摘、数選挙区で発生
した暴力について遺憾の意を表明。
３．国家金融・財政委員会
4 日、ガノンゴ財政・計画・公共資産大臣は、ブラザビルでトリ・中央アフリカ諸国
中央銀行（BEAC)総裁参加の下、国家金融・財政委員会を開催した。ガノンゴ大臣は、
2016 年の実質 GDP 成長率が－2.8％、2017 年は－1.9％と 2 年連続のマイナス成長と
なった旨、発表。
http://www.rdc.emb-japan.go.jp/files/000278477.pdf
コンゴ（共）月報報告（８月）
１．独立記念日
15 日、ブラザビルで独立 57 周年記念式典が開催された。サス・ンゲソ大統領は
前日の独立記念スピーチにおいて、経済危機の打開策として内閣改造を約束し、
18 日に内閣を解散、21 日にムアンバ前首相を再任した。
２．ムアンバ首相の発言
30 日付ジュンヌ・アフリック誌に掲載されたムアンバ首相のインタビュー記事に
おいて、①2017 年の歳入額は 2014 年下半期以降の石油価格の下落により、2013 年の
歳入額の 43％に下落、②対外債務の合計額は 65.5 億ユーロで、対中国債務は 27 億
ユーロと最大、③外貨準備高は輸入額の１か月半分まで減少、④IMF との協議は既に
開始している等と述べた。
３．公的債務残高
4 日、IMF 報道官は「本年６月、コンゴ（共）政府からの報告をもとに対 GDP 比公的
債務残高を再評価したところ、本年３月時点の 77％から 117％へ増加した」旨述べた。
2 日付仏ラジオ国際放送局箱の増加は石油取引に関連する隠し債務が発覚したため
と報じた。
http://www.rdc.emb-japan.go.jp/files/000291649.pdf
コンゴ（民）月報報告（10 月）
１．選挙プロセス評価ワークショップ
14 日～18 日、第 2 回選挙プロセス評価ワークショップ（オレンガコイ合意フォリー
アップ国家評議会（CNSA)議長、ナンガー独立国家選挙委員会（CENI)委員長、チバラ
首相出席）が開かれ、憲法及び昨年 12 月 31 日の政治合意に従い、現実的な選挙日程
を発表するよう CENI に求めた。
２．カビラ大統領とヘイリー米国連大使の会談
27 日、カビラ大統領は、約 90 分間にわたりヘイリー米国連大使と会談した。
会談後、ヘイリー大使は「米国としては、2018 年末までにコンゴ（民）における
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選挙の実施を見たく、さもなければ国際社会からのコンゴ（民）への支援はなく
なるとカビラ大統領に伝えた」と述べた。
３．野党議員による議会ボイコット
6 日～31 日、野党側の国民議会議員は議会をボイコットした。これは 6 月に野党
議員が提出したラマザニ内務・治安相とタンブエ司法大臣に対する不信任案が、
与党議員が提出した異議申し立てにより却下されたことに抗議したもの。
４．東部地域情勢
9 日、国連コンゴ安定化ミッション（MOUNSCO)報道官は同日午前 5 時半頃、北キブ州
ベニ地区で、ADF（民主同盟軍、ウガンダ系反政府武装勢力）が、マムンディオマに
ある MONUSCO 基地を攻撃し、MONUSCO 軍兵士 2 名が死亡、12 名が負傷したと報じた。
http://www.rdc.emb-japan.go.jp/fies/000304935.pdf
コンゴ（民）経済情勢月例報告（10 月）
１．主要経済指標
9 月 29 日、メンデ政府報道官は第 5 回通常閣議において主要経済指標を発表。
2017 年 6 月の経済成長率は前年 2.4％に対し 3.2％に上昇、これは鉱山セクターの
緩やかな回復と中央カサイ州に建設された新たなセメント工場による由。
２．コンゴ・エアウェイズ
6 日、コンゴ（民）政府とアラブ首長国連邦政府はコンゴ（民）
・アラブ首長国
連邦間の空路就航及び技術協力に合意。今後、コンゴ・エアウェイズとエミレーツの
商用機が二国間に就航する予定。
３．海洋油田探査・採掘
25 日、コンゴ（民）政府は中央コンゴ州の Moanda 沖における石油探査・採掘権に関し、
英仏系石油企業 PERENCO と 15 億ドルの契約を締結。PERENCO は 4 年前より Moanda 沖の
石油探査・採掘権を保有しており、今次再契約することになった。
http://www.rdc.emb-japan.go.jp/files/000305155.pdf
ジンバブエ共和国月報（９月）
１．総選挙に向けた有権者登録の開始
8 日、大統領による有権者登録日程に関する布告が官報で公示された。
同布告によると、有権者登録は全選挙区において本年 9 月 14 日から来年 1 月 15 日
までの期間行われる由。14 日、生体認証有権者登録（Biometric Voter Registration
：BVR）が公式に開始され、ムガベ大統領が一人目の有権者として登録手続きを行った。
２．タバコ輸出増加
たばこ産業取引委員会の統計情報によると、9 月 8 日までの当国のタバコの輸出量と
輸出額は、各々昨年同期比で 31.3％増の 9.22 万トン、13.8％増の約 3.99 憶ドルと
なった。
３．一時的物価急上昇
23 日から数日間に亘り、ハラーレでボンド紙幣の更なる価値低下とそれに伴う
必需品不足を恐れた民衆が買い漁りを行い、これに便乗した一部の個人商店が商品
6

価格を大幅に吊り上げた結果、物価が急上昇する事態が発生した。
４．緊急経済対策
27 日、チナマサ財務・経済開発大臣はビマ産業通商大臣及びムショウェ・メディア・
情報・放送大臣と緊急経済対策発表を行った。先般ハラーレで発生した買い漁りと物価
急上昇に係る対策として、政府は違法両替商の取り締まりやサイバー犯罪関連法制定
によるソーシャル・メディア悪用者の取り締まりの強化、外貨不足問題の緩和による
生活必需品生産の安定化、銀行取引手数料規制の遵守状況監視徹底、複数価格設定
禁止措置等に取り組んでいる旨述べた。
５．アフリカ輸出入銀行による融資コミットメントの公表
23 日、アフリカ輸出入銀行は当国経済安定化のために約 10 億ドルの融資を提供する
ことを公表し、その手始めとして当国中央銀行と 6 億ドルのノストロ安定化融資に
係る MOU を締結した。
http://www.zw.emb-japan.go.jp/files/000298784.pdf
ナミビア月報（８月）
１．第２回土地会議
31 日、ガインゴブ大統領は第２回土地会議を来年に延期するとの閣議決定を明らか
にした。政府は本件会議の９月後半開催に向け、６月から各地で公聴会を開催して
いたが、当初より政府からの説明が不足しているとの批判が出ていた。
２．消費者物価指数
10 日に国家統計局（NSA)が公表した７月の消費者物価指数（CPI)は、前年同月比
5.4％。先月の 6.1％より 0.7 ポイント減少。1 月の 8.2％をピークに減少傾向が続いて
いる。
３．ナミビアの格付
10 日、国際的格付機関ムーディーズはナミビア国債の格付をこれまでの Baa3 から
Ba1（ジャンク債）に引き下げると発表した。
４．2016 年経済成長率
17 日、国家統計局は 2016 年の Annual National Account (revised) を発表。
これによれば、2016 年の GDP 成長率は 1.1％。
http://www.na.emb-japan.go.jp/files/000298782.pdf
ブルンジ月報（９月）
１．難民問題
8 月 31 日、ダルエスサラームで難民問題に関する会議が開催され、ブルンジ政府、
タンザニア政府及び UNHCR が出席。この会議で 9 月 7 日から年末までの間にタンザニア
に居住する合計 1 万 2000 人のブルンジ難民を本国に帰還させることを決定。
19 日、ブルンジ政府はタンザニアのンドゥタ（Nduta）難民キャンプに居住して
いた 137 家族 503 人のブルンジ難民の帰還を受け入れた。
２．人権問題
19 日、国連ブルンジ調査委員会は国連人権委員会に対し、最終報告書を提出した 。
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タブ駐ジュネーブ・ブルンジ代表部大使は、同報告書は普遍性及び客観性に欠け、
ダブルスタンダードに陥っていると批判し、無効なものである旨述べた。
28 日、アフリカグループが提出した「ブルンジ人権状況回復とアカウンタビリティ
に関する OHCHR ミッション」決議が採択され、29 日、ブルンジ調査委員会のマンデート
を 1 年間延長することを明記した EU 提出の決議も採択された。
http://www.rw.emb-japan.go.jp/files/000297582.pdf
ベナン月報（７月）
１．学校給食
19 日、閣議において世界食糧計画（FAO)との学校給食改善に関する協定が承認された。
同協定は、ベナン全土 1574 の小学校・35 万人の小学生が対象で、就学率の向上及び
児童の貧困削減を目的とし、毎日温かい食事を提供するとした。
２．インフラ整備
25 日、ヘホメ・インフラ・運輸大臣はポルト・ノボーアプロミゼルテ間 12.06 ㎞の
片道２車線の道路整備、ホベーアジャーウエレ間 22.4 ㎞のアスファルト整備の起工式
を行った。ベナン企業の Ofmas international との官民連携方式で、総額約 489 億
FCFA（約 75 百万ユーロ）の事業。
３．中国の一帯一路構想
5 日、ウンベジ国民議会議長はバルセロナにて開催されたクランス・モンタナ・
フォーラムで、中国の一帯一路構想を歓迎し中国・アフリカ間の協力強化の重要性
についてスピーチした。
http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/pdf/geppo_201707.pdf
ベナン月報（８月）
１．独立記念式典
1 日、コトヌのエトワール・ルージュ広場において 57 年目を迎えるベナン独立
記念式典が執り行われた。
２．英語教育
2 日、閣議においてこれまで 10 歳から始めていた公立学校での英語教育を
5 歳（小学 1 年）から開始するとの新方針を、新年度が始まる今秋から全国 36 学区
216 校において実験的に導入する旨、決定した。
３．パイナップルの輸出
2 日、閣議においてベナン産の黄色、オレンジ色、赤色パイナップルの欧州への
輸出が解禁された。政府は 2016 年 12 月 15 日にエチレン系化学物質の基準に問題が
あるとして、該当するパイナップルの欧州への輸出を自主的に中断していた。
http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/pdf/geppo_201708.pdf
ベナン月報（９月）
１．IMF 調査団
26 日、タロン大統領はベナンの視察を行った IMF 調査団と面会、同調査団から
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ベナンの公的支出管理体制について好意的な評価を得た。
２．カシューナッツ産業
18 日より、カシューナッツに関するアフリカ連盟（AAC)第 11 回年次会合がコトヌ市
で開催され、ビオ・チャネ計画・開発大臣の指揮の下、33 か国（内 16 のアフリカ諸国）
の民間企業等が集まり、カシューナッツ産業を成長の鍵とすべく議論を行った。
３．デジタル経済
8 日、
携帯電話通信会社の MTNBenin は IT 技術振興を目的とするウンベジ財団と協力し、
ウェブサイトやアプリケーションを主としたデジタル経済発展のためイノベーション
センターの設立式を行った。
http://www.bj.emb-japan.go.jp/j/pdf/geppo_201709.pdf
マラウイ月報（８月）
１．ジョイス・バンダ元大統領に対する逮捕状
マラウイ警察が元大統領ジョイス・バンダ氏に対し、公金横領の罪で逮捕状を発行し、
Red Notice を国際警察に要請した（注：Red Notice は最も高い警告で、国際警察の
メンバー国すべてに犯罪人引き渡しを要請することができる）。通常逮捕状は公表され
ないが、公金横領事件に対する国民の高い関心を受けて、警察がその慣例を破ったと
みられている。
２．葉タバコ取引
11 日、北部ムズズのオークション会場での取引が終了し、2017 年の全ての葉タバコ
取引が終了した。例年 24 週間に渡り取引が行われるが、今年は取引量減少により、
18 週間で終了した。ルカ・マラウイ・タバコ統制委員会（TCC)総裁代行は、今年は
供給過剰を避けることで取引価格が改善されたと述べた。
３．IMF 拡大信用ファシリティ
28 日から 2 日間の日程で、2012 年 7 月から 2017 年 6 月にかけて実施された IMF
対マラウイ拡大信用ファシリティ（ECF)プログラムに係るレビュー及び次期 ECF の
実施に向けた関係者会合が IMF 及びマラウイ政府の共催で開催された。
４．ナカラ回廊鉄道
18 日、ナカラ回廊鉄道マラウイ区間（カチャソ～ンカヤ間）開所式典がネノ県
ムクウィンダ地区キャンプサイトで開催された。同事業は、ブラジルのヴァーレー社、
モザンビーク港湾鉄道公社（CFM)、三井物産によって、モザンビーク・テテ州の
モアティーゼ炭鉱とナカラ港を結ぶ 912 キロの区間の鉄道を建設するもの。
http://www.mw.emb-japan.go.jp/files/000303834.pdf
マラウイ月報（９月）
１．インフレ率
国家統計局は、8 月の対前年同月比インフレ率は 9.3％となり、同年前月より 0.9％
抑制し、6 年ぶりに一桁台を達成した旨発表した。
２．市民社会団体による与党起訴
与党 DPP のブルーナイト（注：寄付金を集めるパーティー）において、ブランタイヤ
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市議会、ムズズ市議会、リロングウェ水道公社等の公的機関が合計 1350 万クワチャの
献金を行ったと報じられた件に関し、Youth and Society 等の 5 つの市民社会団体は、
最終手段として裁判所に訴えた。
３．中国・アフリカ協力とアフリカの発展に関する国際セミナー
７日～8 日、駐マラウイ中国大使館及びマラウイ政府の共催で「中国・アフリカ協力と
アフリカの発展に関する国際セミナー」が、中国とマライ国交樹立 10 周年記念イベント
として開催された。
４．国内債務返済利子の拡大
財務・経済計画・開発省によると、2017 年度の国内債務返済利子の総額は 1,773 億
クワチャに膨れ上がる見込みであり、2017 年度予算で配分された開発支出 3,529 億
クワチャの約半分を占めることになる。
http://www.mw.emb-japan.go.jp/files/000303829.pdf
南アフリカ月報（９月）
１．南ア経済、リセッションから脱却
5 日、南ア統計局は 2017 年第２四半期（４月～６月）GDP 統計を発表し、実質 GDP
成長率は事前の予想をやや上回り、前期比プラス 2.5％を記録した。
２．南アの国際競争指数
27 日、世界経済フォーラム（WEF)グローバル競争指標順位（137 か国）が発表され、
南アは前年第 47 位から第 61 位に下落（サブサハラアフリカでは、モーリシャス
（第 45 位）とルワンダ（第 58 位）に次ぐ 3 位。今回の下落の要因は、①内政不安が
景況感に悪影響を及ぼした、②最近の政治経済界を巡るスキャンダルが「制度的環境」
という項目の評価に水を差したこと等が挙げられる。
３．景況感
Absa Bank が発表した 9 月の購買担当者指数（PMI)は、44.9 ポイント（前月比 0.9
ポイント増）を記録。本指数は 2 か月連続で上昇したものの、依然として経済成長
収縮を意味する 50 ポイントを下回っている。
４．与党 ANC 総裁選プロセスの本格的スタート
本年 12 月に開催予定の第 54 回 ANC 全国大会に向けて、ANC 政策協議会（7 月開催）
での議論を踏まえた向こう 5 年間の ANC としての政策の方向性や、総裁選に向けた
ノミネーションの議論が各州支部レベルで本格的にスタートした。
http://www.za.emb-japan.go.jp/files/000298674.pdf
南アフリカ月報（10 月）
１．与党 ANC 総裁選
当地メディアによると、10 月現在までに ANC 総裁選プロセスとして ANC 支部会合を
実施した 1138 支部（全 3800 支部）のうち 768 支部がラマポーザを支持し、360 支部が
ドラミニ・ズマを支持した。
２．中期財政政策演説
25 日、ギガバ財務大臣は就任後初となる中期財政政策演説（MTBPS)を発表。
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GDP 成長率の下方修正、歳入額の大幅減が見込まれると発表。大統領直轄の閣僚級
タスクチームを組織し、財政再建案を来年 2 月の予算編成までに発表するとした。
MTBPS 後、信用格付け各社は、ギガバ財務大臣が明確な財政対策を講じなかった
ことに懸念を示した。
３．インフレ率
南ア統計局によると、9 月の消費者物価総合指数（CPI)は 5.1％で前月比 0.3％増。
物価指数は、平均で前月比 0.5％増。経済学者による事前予想の 4.9％には届かな
かったものの、南ア中央銀行が発表したターゲット（3％－6％）範囲内に収まっている。
http://www.za.emb-japan.go.jp/files/000305730.pdf
ルワンダ月報（９月）
１．カガメ大統領、Kwita Izina（新生ゴリラ名付け式典）に出席
1 日、カガメ大統領は北部県ムサンゼ郡で行われた新生ゴリラ 19 頭の名付け式典に
出席し、マウンテンゴリラはルワンダの持つ財産であり、周辺の環境保護は観光客や
地域住民を含むすべての人々が相互利益に基づいた関係を築くことにつながると述べた。
２．養子縁組制度の再開
ジェンダー・家族省は、これまで 7 年間禁止していた外国人又は海外に居住する
ルワンダ人とルワンダ人の子供の間の養子縁組許可を再開する旨発表した。
３．包装製品の輸出
ケニアが最近になって自然分解不可能なプラスチック袋の製造および使用を禁止
したのを受け、ルワンダ国内で非プラスチック製の包装用品を製造する企業の輸出が
急増している。
４．経済成長率
25 日、ルワンダ政府は第 2 四半期の経済成長率は 4％であり、これは主に農業及び
サービス部門によってもたらされたものであると発表した。第 2 四半期、農業部門は
豊作により 6％成長し、特にコーヒーや紅茶を中心とした輸出作物が 22％成長した。
サービス部門は、主にホテル及びレストランが 9％成長した。
５．スペシャルティ・コーヒー・イベント
9 月 20 日～22 日、日本でスペシャルティ・コーヒ・イベント「SCAJ2017」が開催され、
ルワンダから 5 つのコーヒー企業及び国家農業輸出機構（NAEB)関係者が出席した。
NAEB 関係者によると、2011 年のアジアへの輸出は約 67 トンであったが、2017 年
には既に 1 万 5,460 トンが輸出されている。
http://www.rw.emb-japan.go.jp/files/000297566.pdf

＊通貨換算 URL：http://www.xe.com/ja/currencyconverter/
＊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
アフリカニュース編集委員会
１．
「アフリカ：選挙から見た民主化、平和、安全、繁栄の現実」
“Elections in Africa: democratic rituals matter even though the outlook is bleak”
André Guichaoua、The Conversation、

10 月 17 日

https://theconversation.com/elections-in-africa-democratic-rituals-matter-even-though-t
he-outlook-is-bleak-85617
1990 年代初頭にケニア、タンザニア、ザンビアは複数政党制を導入し、選挙時には
暴力沙汰もあったがシステムは維持されている。しかし、他のアフリカ諸国の民主化の
希望は、実現していない。内戦の破壊から生まれた政府、アンゴラ、ブルンジ、
コンゴ、DRC、ウガンダ、ルワンダは、武装した力によって政権を保っている。
多くの政権は長期化し弊害も蓄積している。アンゴラ、コンゴ、ウガンダの大統領は、
革命から立ち上がり、アフリカの新指導者と期待されたが現在は老齢化し、30 年以上
も権力を握っている。疲弊した指導者達は市民のため国の平和、安全、繁栄、地域の
のための地域協力、統合も出来ないでいる。
２．
「アフリカ：工業化にはアフリカによる技術開発が必須」
“Africans remain consumers of technologies invented elsewhere, not their creators”
Rosalind Kainyah、African Argument、

10 月 17 日

http://africanarguments.org/2017/10/17/leapfrogging-is-only-so-good-africa-needs-to-ma
ke-things/
工業化がアフリカの経済成長の鍵であることは、言うまでもない。ガーナにおける
携帯電話の普及は 2001 年~2016 年に 8%から 128%の伸びである。
このような飛び越え、
飛び越えの発展は、企業家精神の高揚を示すものであると同時に政府の政策の遅れ、
過去に固定電話の普及の遅れをも示すものである。工業化の夢は達成可能であるが、
外部からの技術の輸入に依存していてはならない。政府は長期的な教育、技術の開発
も含めたビジョンを持たなければならない。
３．
「アフリカ: 天然ガス開発と需要の伸び」
“Energy Special Report: African governments scramble for gas”
David Thomas、African Business

Magazine、10 月 19 日

http://africanbusinessmagazine.com/sectors/energy/energy-special-report-african-gover
nments-scramble-gas/
BP によれば、アフリカのエネルギー需要は 2014~2035 年間に 85%の増加が予測
され、その内 95%の増産は天然ガスによると期待されている。モザンビーク・ENI
間で 80 億ドルの海底天然ガス開発が合意された。年間 3400 万トン処理の LNG 工場
と BP への 20 年間の契約も含まれている。タンザニアでの天然ガス開発は Shell と
Statoil が関わっている。幾つかの障害に突き当たっているが長期的に開発はアフリカ
のエネルギー需要も増加し、進行することになろう。
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４．
「アフリカ：象の嗅覚の利用は大きな可能性を秘めている」
”How African elephants’ amazing sense of smell could save lives“
Ashadee Kay Miller 、 The Conversation、10 月 22 日
https://theconversation.com/how-african-elephants-amazing-sense-of-smell-could-save-l
ives-85626
2002 年アンゴラの内戦の終焉とともに野生動物が徐々に帰ってきたが、数百万の
地雷が埋まっており、象も犠牲になっている。首輪を付けて追跡している象の群れが、
地雷を避けていることが判明した。さらに調べると象の臭覚神経は犬の 811 に対して
2000 であることも判明した。象に地雷（TNT）の探知訓練を行ったところ、臭覚犬
より優れ、機械探査より良いことも明らかになった。巨体の象を地雷探査に使うこと
は出来ないが、動物の臭覚を利用して、癌、糖尿病、てんかん、有害病原菌等の発見に
使われているが、将来象をこのような目的に使う事も出来る。非常に良い記憶力を持ち、
60 年の長寿は他の動物を寄せ付けない。
５．
「アフリカ：欧州への避難民の母国帰還政策は問題が多い」
“Returning migrants to The Gambia: the political, social and economic costs”
Franzisca Zanker、The Conversation、10 月 24 日
https://theconversation.com/returning-migrants-to-the-gambia-the-political-social-andeconomic-costs-85354
EU は 2016 年に避難民の母国への帰還促進の方針を打ち出し、さらに今回 EU 帰還
政策を定めた。例えば、ガンビア避難民の例で見よう。ガンビアは今年の選挙で民主
主義政権に戻ったが、独裁時期にはガンビア人の避難民は西アフリカからの避難民数
ではトップクラスであった。ガンビアの失業率は 29.8％，若者の失業率は 38.5％と
推定されている。避難民を返しても、治安の悪化を招く恐れもある。
EU はプロジェクト基金を設けて、雇用の増加を図っている。帰還前に技術訓練
をし、また帰還後も、再び避難民となるのを避けるために面倒を見る必要がある。
６．
「エチオピア：アフリカの織物と衣類生産の中心に」
“Country Has Become Africa's Investment Hub for Textile and Garment Industry”
Bilal Derso、The Ethiopian

Herald、10 月 18 日

http://allafrica.com/stories/201710180508.html
エチオピアの投資委員会会長によれば、エチオピアは積極的な工業団地の開発により、
アフリカの織物と衣類生産の中心となった。昨年だけでも 41.8 億ドルの FDI を受け
入れている。投資は中国とインドの大企業が中心であるが、スペイン、スリランカ、
インドネシア、米国、台湾、フランスからもきている。外貨の獲得、雇用の増加、
技術と知識の移転が 3 大目的である。
７．
「ケニア：選挙委員会委員一人が、NY に避難、再選挙に疑義」
“Kenya election official flees country and claims presidential vote will not be free”
Jason Burke、The Guardian、10 月 18 日
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https://www.theguardian.com/world/2017/oct/18/kenya-election-official-flees-country-an
d-claims-presidential-vote-will-not-be-free
ケニアの選挙委員会 7 人の委員の一人アコムベは NY に避難し、10 月 26 日の大統領
の再選挙は自由でも公平でもないと表明した。彼女は BBC にケニアでは脅かされ、
身の危険があったので逃れてきた、と伝えた。Amnesty International and Human
Rights Watch によると，既に 67 名が暴動により死亡している。
８．
「ケニア：再選挙でケニアッタ候補が勝利」
“Chebukati declares Uhuru Kenyatta winner of repeat poll”
Patrick Lang'at、Daily Nation、10 月 30 日
http://www.nation.co.ke/news/politics/Uhuru-winner-of-repeat-poll/1064-4162124-athns
6/index.html
選挙委員会委員長は、26 日に行われた大統領選挙は自由で、公平で信頼できると
宣言し、ウフル・ケニアッタを大統領に、ウイリアム・ルトを副大統領に選出された
と宣言した。ケニアッタは 7,483,895 票、有効票の 98.27％の得票を獲得した。
ニアンザ県の 25 選挙区では、選挙妨害のために選挙が出来なかったが、結果には
影響はないとした。これらの選挙区はオディンガ候補の支持者が大勢を占める。
オディンガ候補は、この再選挙に参加しなかった。
９．
「ジンバブエ：ムガベ大統領の後任は誰か」
“Zimbabwe: What happens after Mugabe?”
、
Lovemore Nguve、IRIN、10 月 13 日
https://www.irinnews.org/opinion/2017/10/13/zimbabwe-what-happens-after-mugabe
ムガベ大統領は現在 93 才、1980 年の独立以来その地位を占めている。来年の選挙
にも立候補する意向を表明している。選ばれれば、その任期を終える時は 99 才である。
100 歳まで統治すると言っている。しかし、彼の後任争いが始まっている。大統領の
推薦を巡って党内での派閥争いが激化している。軍がムガベの背後にいる。
最近、大統領夫人と対立している司法大臣が閣外に去った。現在候補者と目されて
いるのは、大統領夫人、Mnangagwa 前司法大臣、独立当時から多くの閣僚職を務めて
いる現内務大臣 Sekeramayi 等である。
10．
「ジンバブエ：政府批判を抑え込むための新たな省の設置」
“Zimbabwe created a new ministry to monitor social media. But most Zimbabweans
don’t want government monitoring.”
Chipo Dendere and Kim Yi Dionne 、Washington Post、
」10 月 20 日
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/20/heres-the-real-reas
on-zimbabwe-created-a-new-ministry-of-cybersecurity/?utm_term=.0698729d2db8
ムガベ大統領は新しい省を設立した。
「サイバー安全、脅威の発見と対策省」である。
政府によると最近のソーシャル・メディアの悪用が国と経済の不安定化を招いている。
しかし、本音は最近経済の不安化が増加するにつれて、ソーシャル・メディアを
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使った政府批判と野党の活動を抑え込む手段である。食糧の不足、通貨価値の
下落等批判が尽きない。
11．
「ジンバブエ：ＷＨＯはムガベ大統領の親善使節任命を取り消した」
Zimbabwe: WHO cancels Robert Mugabe Goodwill Ambassador
BBC, 10 月 22 日
http://www.bbc.com/news/world-africa-41713919.html
世界保健機関（WHO）は 21 日、既に発表していたジンバブエのロバート・ムガベ
大統領を心臓病などの啓発活動を行う親善使節（大使）に任命する案の撤回を発表
した。これに先立つムガベ氏の親善使節への任命の発表をめぐり、世界の人権団体他、
多方面から、自国の医療サービスを破壊させた人物がこのような役割を担うのは
相応しくないのではないか、との非難や驚きの声が上がっていた。
WHO のテトロス・アダノム・ゲプレイエスス事務局長は、「（今回の撤回発表は）この
決定に懸念を表明したすべての声に慎重に耳を傾けた結果である」と述べた。
12．
「ソマリア：テロ攻撃があろうとも、現政府の支持が解決に導くであろう」
“Can Somalia Ever Win Against al-Shabab?”
Alex de Waal, Foreign Policy、10 月 20 日
http://foreignpolicy.com/2017/10/19/can-somalia-ever-win-against-al-shabab-terrorism/
10 月 14 日にテロによる爆発が 300 人以上の死者を出した。ソマリア政府、国内の
支援者、国際的な支援国の信頼も揺るがす大事件があった。アルシャバブの影響力は
減少しているとはいえ、国連に支援されている政府と国連軍への攻撃は継続している。
アルシャバブが支配している地域においては効率的な行政を行い信頼されている。
主にエチオピアとケニアからなる国連軍は、市民の反感を生んでいる。両国とも
伝統的にソマリアとは友好的でない。国際社会は現政府へのテロ攻撃があろうとも、
支援を続けることが大切である。
13．「ソマリア：米軍による同国内ＩＳＩＳ拠点への初の空爆」
“US launches first airstrikes against ISIS in Somalia”
CNN 11 月 4 日
http://edition.cnn.com/2017/11/03/politics/us-airstrikes-isis-somalia/index.html
米軍のアフリカ軍司令部は 3 日、アフリカ東部ソマリアの北東部で同日、過激派
「イラク・シリア・イスラム国（ＩＳＩＳ）
」の拠点を狙った小型無人飛行機
（ドローン）による空爆を２度実施した。攻撃の成果として複数の戦闘員らを殺害した
としている。同国でのＩＳＩＳに対する空爆は初めてである。トランプ米大統領は３日、
米ニューヨーク市で 10 月 31 日に起きたトラックによる暴走テロ事件を契機にＩＳＩＳに
対する攻撃を大幅に強化したと述べたが、ソマリアでの空爆実施を意味したのかは不明。
アフリカではＩＳＩＳに忠誠を誓う過激派も拠点確保の動きを進めているとされる。
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14. 「タンザニア: オマーンのタンザニア投資」
“Tanzania: Oman Assures Tanzania of Commitment to Industrial Growth”
Deogratius Kamagi 、The Citizen、

10 月 18 日

http://allafrica.com/stories/201710190151.html
18 日オマーンの Al Rumhy 石油・ガス大臣がタンザニアを訪問し、Sayyid Al Said
オマーン国王のメッセージを伝えた。オマーンはタンザニアの石油、ガス、金属資源の
開発、加工に投資をする。また、オマーンは沿岸のバガモヨに近代的な肥料工場の建設
を約した。タンザニア側からは、オマーンからの観光、漁業、肉の加工産業への支援を
要請した。
15.「チャド：フランス行きの難民資格審査始まる」
“Au Tchad, des réfugiés espèrent être sélectionnés pour pouvoir enfin rejoindre
la France“
Le Monde 10 月 28 日、

by Maryline Beaumard envoyee speciale

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/10/28/au-tchad-des-refugies-esperentetre-selectionnes-pour-pouvoir-enfin-rejoindre-la-france_5207110_3224.html
マクロン大統領の提唱により、仏難民・無国籍者保護局は、10 月 23 日から 26 日
まで、チャドの首都ンジャメナにアフリカで初めて難民適格審査を始め中央アフリカ
とスーダンの 240 人を選抜した。リビアは危険として 8 月末にサヘルのチャドと
ニジェールが合意した。10 月初めにフランスは、年末までに新制度で 3000 人の
受け入れを表明した。フランスが毎年 1500 人を合法的難民として受け入れたと
しても、2017 年 1 月より地中海を渡ったものは 14 万 500 人に上り、HCR は 4 万人が
が再定住を希望しているとするも、これまでヨーロッパでの再定住はシリア人と
中東のキリスト教徒に限定し、ヨーロッパはアメリカとカナダに他を振り向けて
いる。来年もチャドとニジェールには万単位の難民が来ると予想し、最貧国の
チャドにはダルフール難民 32 万人が 10 年以上、中アからの 7500 人が何年も
現地の状況の改善が見通せないまま暮らしている。
16．
「チュニジア： 深刻な農地の砂漠化の進行」
“If the land isn't worked, it decays': Tunisia's battle to keep the desert at bay”
Simon Speakman Cordall、The Guardian、10 月 13 日
https://www.theguardian.com/global-development/2017/oct/13/tunisia-battle-to-keep-de
sert-at-bay-acacias-for-all
耕作可能な土地の 95%で砂漠化が進んでいる。土地の中に有機物は 1%しか存在せず、
容易に砂漠となる。南部ではサハラ砂漠が拡大しつつあり、北部では農業による土地
の酷使が砂漠化に繋がっている。革命後の失業率は高く、経済は十分に機能している
とは言えない。農業は GDP の 14%、雇用の 20%を占めている重要部門である。
民間 NGO の”Acacias for All”などが、農村婦人を動員する各種プログラムを
実施している。
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17．
「トーゴ：今こそ西アフリカ諸国の指導者、地域組織の価値が問われている」
“Togo unrest a test for West African leaders”
Mathias Hounkpe、IRIN 、10 月 19 日
http://www.irinnews.org/opinion/2017/10/19/togo-unrest-test-west-african-leaders
トーゴの首都ロメ及び他の都市でも政府への敵対的なデモは続いており、数名の死者
も出ている。反対派は野党、市民団体、海外からの帰国者などを含む多数のグループで
ある。反対派の中心的要求はニャシンベ大統領退陣と独裁政治の終了である。ECOWAS、
AU、UNOWAS などが、対話のイニシャチブを取らなければ、これら地域組織の存在
意義が問われかねない。効果的な対話の場と合意が出来た場合のフォローアップの仕組
みも作らねばならない。大統領の現任期末の退陣、憲法改正などが最重要事項である。
18．
「ニジェール：米国兵士の戦死は、サヘール地域における平和維持の困難を示す」
“US special forces deaths in Niger lift veil on shadow war against Islamists in Sahel”
Jason Burke、The Gurdian、10 月 15 日
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/sahel-niger-us-special-forces-islamists
米国部隊とニジェール部隊は、地域の長老達との会合の帰途、テロリストグループ
に襲われ米兵 4 人が戦死し、300 マイルも離れた基地から飛んできたフランス軍により
救助された。テロリストは「サハラのイスラム国」と自称するグループと思われるが、
幾つかのテログループがこの地域を移動している。テログループは地域を熟知し、
外からのあまりモチベーションの高くない平和維持軍より、地域に溶け込んでいる。
トランプ大統領就任以来、米国軍は部隊レベルに至るまで、自由裁量の権限を与え
られ、攻撃的で、リスクを取って行動している。
19．
「ニジェール：米国兵攻撃の詳細が判明」
“Niger: New Details Emerge About Attack That Killed U.S. Soldiers”
Idrissa Fall And Bagassi Koura、VOA、 10 月 23 日
http://allafrica.com/stories/201710230170.html
10 月 4 日米兵 4 人（３人がグリーベレー）とニジェール兵 4 名がトンゴトンゴ村で
急襲され死亡した。ニジェール兵は米国軍によって訓練されている情報部隊員である。
村の外で 50 名からなる重装備の集団に攻撃された。現在攻撃に名乗りを上げた
グループはないが、
「偉大なサハラのエミール」と名乗る al-Saharaoui に指揮されて
いるグループと言われている。このグループはサヘール地域で活動している IS の
一つで北部マリの武装グループと連携している。
20．
「マリ：G5 サヘル対テロ部隊がマリ南東部で作戦開始」
”Reportage : premier déploiement des forces maliennes du G5 Sahel”
France 24,

11 月 4 日

http://www.france24.com/fr/20171103-video-mali-g5-sahel-premier-deploiement-mili
taires-niger-burkina-faso

17

10 月 28 日、マリ中部の Savare の共同作戦本部からの指令でマリ・ブルキナ・
ニジエール兵からなるサヘル G5 部隊が三国の国境付近での作戦を開始した。
今後はマリからニジエールを襲撃しマリに退去するようなテロにも国境を跨いで
対応できる。装備等の面で自立できないので、フランス軍が Barkhane 作戦の中で
情報提供とか空からの支援を行う。
総額 4.23 億ユーロの予算で、2018 年春には 7 部隊、5000 人の規模にする計画で
あるが予算は EU、仏、米で 1/4 程度しか目途がついていないので 12 月に援助国
会議を開催予定である。
21．
「南アフリカ：国営企業に蔓延する汚職の指摘」
“Corruption in South Africa: business leader answers questions on how bad it is”
Steven Friedman、The Conversations、10 月 15 日
https://theconversation.com/corruption-in-south-africa-business-leader-answers-questio
ns-on-how-bad-it-is-85406
ビジネス・リーダシップ・SA（BLSA）は、大企業と多国籍企業を纏める南アフ
リカで最大のビジネスのロビー組織であり、公的資産のミス・マネジメントと汚職に
ついて厳しく批判している。南アフリカシェル石油の前副会長 Bonang Mohale が
7 月より BLSA の会長となった。彼によれば南アフリカのビジネスへの信頼は
30 年来最低であり、国と州政府系の企業においては、責任の所在は不明であり、
上から下まで汚職が蔓延している。これによって民間企業についても悪い評判が
流布されているが、全く根拠はなく、民間企業は法律に従って経営されている。
22．
「南アフリカ：ズマ大統領の裁判を巡っての ANC の苦悩」
“Can Zuma untie Gordian knot after failing to quash corruption charges?”
Dirk Kotze、The Conversation、10 月 17 日
https://theconversation.com/can-zuma-untie-gordian-knot-after-failing-to-quash-corrup
tion-charges-85774
ズマ大統領の 783 件の告訴の取り下げ要請は最高裁で否定され、大統領の今後が
問題となっている。南アフリカには大統領の特赦はない。ズマの ANC 総裁は今年の
12 月までで、もし総裁職を失えば、政治的な影響力も失うことになる。
もし出廷せざるを得なくなれば、大統領職を自ら辞さなければならないであろう。
あるいは、ANC が 2008 年のムベキ大統領と同様に辞職を求めることになろう。
そのような事態となれば、野党の攻撃は激しくなり、市民の ANC への信頼も損
なわれよう。そこで、有力な大統領候補者と目されているラマホーサ副総裁と、
ANC の中にあって汚職摘発に厳しいが、同時に ANC の組織の強化に組みする
グループはズマ大統領の裁判の影響を慎重に検討せざるを得ない。
23．
「南スーダン：国連によれば、状況は悪化の一途」
“U.N. Peacekeeping Chief Issues Warning on South Sudan”
Rick Gladstone、NY Times、10 月 17 日
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https://www.nytimes.com/2017/10/17/world/africa/south-sudan-war.html
国連平和維持局のトップによれば、南スーダンの内戦当事者達は平和への意志を
示さず、状況は悪化している。アフリカの 8 ヶ国指導者による 2015 年の平和協定
順守への努力は、内戦当事者から積極的な賛意は得られない。200 万人以上の住民は、
国外に脱出し、200 万人近くが国内難民となっている。人口の半分が食糧不足に
苦しんでいる。現在米国が主要な援助国である。
24．
「モザンビーク：政治と経済の安定を欠き、大きな可能性を伸ばせないでいる」
“Mozambique’s Stability Is Being Put to the Test”
Alex Vines、ChathamHouse, 10 月 6 日、
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/mozambique-s-stability-being-put-test
10 月 1 日の党大会（Frelimo,与党）で、フィリッペ・ニュシ大統領は党総裁に
全会一致で支持された。その結果 2019 年の大統領選の候補となる。しかし最近は
武装グループによる騒乱が拡大している。2014 年の選挙では与党党員 420 万人の内
280 万人しか彼に投票しなかった。与党は 47 の議員も失った。現在 20 億ドルの不正
債務の件も解決していない。経済成長率も下落している。天然ガスなど豊富な資源に
恵まれて、成長の可能性が高い国でありながら、政権は政治と経済の安定を確立
できていない。
25．
「リベリア：大統領選の行方」
“Liberia: Where Are They Headed?”
Jonathan Browne、New Dawn、 10 月 20 日，
http://allafrica.com/stories/201710200729.html
10 月 10 日にリベリアの大統領第一次選挙が 20 人の立候補者で行われた。
選挙委員会は 19 日に最終集計を発表、38.4％が CDC の Weah 候補、28.8%が
UP の現副大統領 Boakai の得票である。11 月に最終選挙が二人の候補の間で行わ
れる。勝者は 50％プラス 1 票で決まる。リベリアの選挙は属人的であり、18 人の
候補の得票がどの候補に流れるかが大切である。特に 3 人の候補の票の行方が注目
される。LP の Brumskine、MDR の Prince 及び ANC の Cummings である。
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お役立ち情報
顧問

堀内

伸介

１「アフリカの角地域における雨量の変遷」
“Past and future rainfall in the Horn of Africa”
Jessica E. Tierney and others、 Science Advances、10 月 9 日
http://advances.sciencemag.org/content/1/9/e1500682.full
アフリカの角地域における３月から５月の長い雨季の降雨量の減少が、地域の干ばつ
と飢饉をもたらしている。その原因としては人為的な原因とも気候変動の中での変化と
も指摘されている。本論文では 20 世紀のこの地域での乾燥は過去 2000 年間との比較で
世界的、地域的な温暖化と同調していることから、人為的な原因があるのではないかと
推定する。予想された降雨は主に短い雨季、９月～11 月に起きている。大規模な Walker
circulation の弱体化に沿っている。多くの予測モデルでは短い雨季の雨量が過大に予測
され、長い雨季の雨量が過小に予測されている。
本論文ではより正確な季節的なサイクルのシミュレーションと長い雨季の変化のより
良い理解の必要性を強調している。専門的な論文であり、議論の詳細な理解は難しいが、
アフリカの角地域における気候の変遷と雨量の変化について、理解できる。
２「アフリカ経済見通し、2017 年」
“African Economic Outlook 2017：Entrepreneurship And Industrialisation”
AfDB、 OEC D、 UNDP、
（Download は Google で

2017

African Economic Outlook 2017 を引いてください。）

2017 年のサブサハラ・アフリカの経済は、不況から立ち直りを見せている。今年の
GDP 成長率は 2016 年の 1.3%を超え 2.4%と予測される。回復はナイジェリア、南アフ
リカ、アンゴラの 3 大経済が、第２四半期から成長路線に移行しているから、と説明さ
れている。その他の国でも鉱工業の生産と輸出の増加、農業部門の生産増加、国内消費
の伸びなどが経済成長を先導している。しかし、一人当たりの GDP は伸び悩み、投資も
低いレベルに留まり、生産性は下がっている。この地域は教育に大きな投資をしており、
素晴らしい成長産業も見られるが、地域全体としては、世界で最も技術的に低レベルの
労働者層を抱えている。本報告書はアフリカの工業化における政府の役割と企業家の
役割を取り上げている。すべての国で工業化政策が策定されているが、政策実行の能力
が低く、多くの政府機関の間に相反する役割が生じるなど問題が多い。また、労働集約
的な産業の開発による雇用の増加を狙っている一方で、高い成長が見込まれる部門が
無視されている場合もある。工業化は政府だけで進めることは不可能であり、能力と
先見性のある企業家との協力が必須である。政府は企業家が十分に活動できる環境を
整えねばならない。これには地方政府の協力も必要である。本報告書はアフリカの
企業家が抱える３問題を指摘している。第一に労働者の技術レベルの向上である。第二
にビジネスク・ラスターを支持することによる生産性と中小企業をふくめた企業の成長
である。第三に金融市場の整備により、企業の金融へのアクセスの改善である。
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３「スティグリッツ教授の『製造業の輸出増加が先導するアフリカの 21 世紀の包括的成長』
」
“From Manufacturing Led Export Growth to a 21st Century Inclusive Growth for
Africa”
Joseph E. Stiglits, African Export Import Bank、10 月 15 日
http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00111139:70ae041806dc870f09
a796f5b3d98700.pdf
講義のアウトラインです。アフリカの工業化を考える上で参考に供したい。
本文には短い説明、図表があるが、アウトラインだけなので、講師の論点が分かり
難い。製造業の限界とサービス産業の可能性、あるいは後者の一部として製造業が
考察されている、と思われる。
「製造業の輸出増加が先導するアフリカの 21 世紀の包括的成長」
Ⅰ 輸出増加の成功の分解
・輸出は知識の源泉
・輸出は税収の源
・都市における雇用の増加
・輸出促進の仕組み
Ⅱ 製造業の（相対的な）縮小とその意味
・世界の各地域における製造業の GDP 比率の変遷
Ⅲ 知識先導成長の枠組み
・製造業主導の輸出増加
・経済構造改革
・農業先導による経済改革
Ⅳ アフリカにおける輸出の問題点
・輸出の多様性の欠如
・中国との貿易
・教育レベルと労働人口
・工業化の後退
・人口成長：利益か、災害か？
・アフリカ 5 ヶ国における雇用と失業の差
Ⅴ 開発計画の重要要素
・製造業：ニッチ製造業と輸入代替、製造業の高度化 近代的な農業と製造業
リンクの強化、 工業化の深化-南南協力、資源、マネジメント、
バランスの取れた教育、比較優位の産業
・自然資源：資源の呪いの学習、 工業化政策とのリンク、
・農業：農業部門の成長、伝統的農業から近代的農業への転換、 外貨の節約、
・サービス部門：より小さい単位、既存の R&D の利用、インターネットの利用、
サービスの差別化、
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Ⅵ 政府の役割の再考
・サービス部門の改革における政府の役割―教育、保健、住宅、農業
・税金と通貨
・工業化政策の再考
Ⅶ 結語：開発概念の再構成
・アジアの経験、知識の偏在、サービス部門の再考、生産性と生活水準、
・輸出主導の成長の限界、 別の成長路線の探求、
・農業・製造業・鉱業・サービス部門の調和、農業の近代化、
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JOCV 寄稿

「ルワンダで観光産業に携わる人材育成・一流のサービスを目指して！」
氏名：井上理恵
隊次：平成 27 年度 4 次隊
職種：観光
派遣国：ルワンダ共和国
派遣先：カヨンザ職業訓練校
[自己紹介：学生時代の留学や南半球の船旅をきっかけに、国際協力分野への興味を持つ。商社、
銀行勤務後、都内ホテル、海外ホテルで接客を担当し、2016 年より念願のアフリカにて活動中。]

はじめに
私はアフリカ中部のルワンダ共和国で観光隊員として活動しています井上理恵(いのうえ
のりえ)と申します。
“ルワンダ”と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか？「映画“ホテル・ルワンダ”」
「マ
ウンテンゴリラツアー」
「コーヒー」でしょうか。無論「1994 年の大虐殺(ジェノサイド)」
による悲劇の印象を抱く方が多いかもしれませんが、現在のルワンダは、目覚ましい経済
発展を遂げ、首都キガリではビジネスマンが行き来し、街は活気に溢れています。緑の木々
と美しい丘（
「ミル・コリンズ」が広がり、郊外では赤土の道とバナナの木が茂った長閑な
田園風景が見られます。ルワンダの人は穏やかで真面目、どこか日本人に似ているように
も感じます。
このルワンダでは、近年、観光産業が著しい成長を示しており、国の経済発展に大きく
寄与しています。ルワンダ開発局によると、観光産業による収入は 2010 年から 6 年間で倍
増し、海外からの訪問客数（約 17 万人 2015 年調べ）は 2014 年からの 1 年間で 12%増加
しました。現在、ホテルの客室総数は 1 万程。このような観光産業の発展に「マウンテン
ゴリラツアー」や「国立公園でのサファリツアー」等の観光スポットは欠かせませんが、
同時に、観光客をもてなすスタッフの育成も極めて重要と言えます。こうした状況の下、
私は観光産業への就職を目指す学生の教育に携わることになりました。

活動先の紹介
配属先は、首都キガリから約 90km の距離にある東部県カヨンザにある「カヨンザ職業
訓練校」
。2006 年に設立された私立の学校です。オーナーはウガンダ人の男性、カナダ人の
女性と一緒に事業を開始しました。生徒数は 582 名(2017 年 10 月現在）、寮生活の下、一
年制のホテルコース、溶接コース、洋裁コース、三年制の料理とレストランのコースに分
かれて勉強しています。ホテルコースに在籍する学生は約 180 名。1 クラスに約 90 名の学
生が所狭しと 3 人掛けの机に座って学習しています。
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活動内容の紹介
2016 年 4 月、この職業訓練校に私は二代目ボランティア隊員として赴任しました。赴任
後すぐに女性のカウンターパートを紹介され、授業は二人で進めていくことになりました。
約 90 名の学生(年齢は 16 歳～25 歳くらい、男女比はおよそ 1:4)を前に、ユーモアを交えて
指導するカウンターパート、その姿に尊敬の念をおぼえると同時に、私にできることは何
であろうか、と試行錯誤の日々が続きました。「あなたにはホテル勤務の経験や海外勤務の
経験がある。それは非常に強い。
」新卒後すぐに教師となった彼女はいつも私を励ましてく
れました。何でも話し合える仲になった 8 月、彼女の突然の退職、一人で授業を進めてい
た 9 月中旬、新たにルワンダ人のベテラン男性教師が新カウンターパートに決まり、二人
での活動再開となりました。赴任後一年半の間、私とカウンターパートが二人三脚で行っ
てきた活動をご紹介します。
1. ホテルコースの授業を担当：
月曜日から木曜日まで、ホテルコース 13 教科の内 4 教科（「フロントオフィス＆カスタ
マーケア」
「ハウスキーピング」
「F&B（Food & Beverage 料理・飲料) ）サービス」
「栄
養学」
）をカウンターパートと一緒に担当しています。授業では、カウンターパートがテキ
ストに基づいて説明をし、私がテキストの内容を板書します。授業は基本的に現地語であ
るキニャルワンダ語と公用語である英語で進められ、
カウンターパートは、自身の経験談やホテル
の知識を終始飽きのない話術で語り続けます。
一方、私は「ビジュアル効果があれば、より
理解が深まる」と考え、授業内容に沿った動
画や写真を探し、パワーポイント資料の作成
を行っています。また、ロールプレイの授業
では二人で模範演技をしたり、ベッドメーキ
ングの授業では学生をグループに分けて実践
指導をしたり、互いに協力体制で進めています。

ハウスキーピング（ベッドメーキング）の授業

2. 一日体験トレーニングの実施
赴任後間もなく、学生には実践の場が欠けていることを感じました。ホテルでの仕事は
お客様との関わりが大きい為、臨機応変な応対や柔軟な姿勢が求められます。また、フロ
ント、ハウスキーピング、F&B サービス等、各部署との連携プレーは欠かすことができま
せん。授業での板書や説明だけでは、理論や知識の習得は出来ても経験を積むことができ
ないと私達は感じ、2016 年 6 月、カヨンザにあるホテル 4 カ所へ“一日トレーニング”の
実施に向けて、交渉に向かいました。その結果、2 カ所から承諾を頂き、学校オーナーに要
望書を持って相談に行きました。オーナーは「学生にとって良い経験になる」と理解を示
してくださり、3 カ所目となる受入先も紹介してくれました。
実施に向けた日程も整い、いよいよ「トレーニング開始」という時、前カウンターパー
トの突然の退職、一人で進めることへの不安もありましたが、トレーニングを楽しみにし
ている学生を蔑ろにすることはできません。9 月 5 日、トレーニングが開始されました。ト
24

レーニングはホテルコースの学生 180 名を対象に毎日実施され、一日 12 名の学生を 3 カ所
のホテルに振り分け、日程を組みました。トレーニング開始時刻は午前 7 時。ホテルでは
チェックアウト後の清掃作業がある為、早朝から始まります。午前 6 時半の集合、集合場
所の教室へ行っても定時に来る学生はほぼ皆無。当然の如く遅刻してくる学生に「アフリ
カンタイムはホテルでは通用しない！」と叱り、ホテルへの道を一緒に走る日が続きまし
た。トレーニングは終日行われます。時折放課後に、学生の働きぶりを偵察に行きました。
午後 7 時半にトレーニングが終了。夜道を学生だけで歩くことは危険な為、終了時間に合
わせて迎えに行きました。終了時にマネージャーから頂いたコメントは、カウンターパー
トや校長と共有し、授業に生かすことが出来ました。
このトレーニングをとおして、授業では見えなかったことに気付くことが出来ました。
例えば、授業では大人しい学生がトレーニングでは積極的に働いていたり、学校では不真
面目な学生がトレーニングでは協調性をもって働いていたり。また、接客マナーを伝える
良い機会にもなりました。例えば、壁にもたれず姿勢を正すこと、無表情ではなく笑顔で
接客すること。学校では許容範囲のことでも職場では不可のことが多くあります。学生に
とっては、このトレーニングでの経験が大きな自信に繋がりました。トレーニングの帰り
道、
「お客様の前でビール瓶の蓋を
開けられるようになった」と喜ぶ学生、
「オムレツやサラダの作り方を知った」
と満面の笑みで報告する学生の表情を
眺めつつ、トレーニングの効果を実感
しました。学生からの声もあり、トレ
ーニングは翌年 3 月と 9 月にも実施さ
れることになりました。
トレーニング先訪問

3. ホテル見学ツアーの実施
一日トレーニングの実施に向けて動き始めた頃、学生の多くはホテルでの就職を目指す
ものの実際にホテルへ行ったことがないことを知りました。
「ホテルコースを修了すれば就
職し易い」との理由から職業訓練校で学ぶ学生は多いのです。「ホテルスタッフを目指すな
らば一流のサービスを提供してほしい」
、また「一流のサービスを提供する為には一流のホ
テルに触れることが大切」と考え、私達は見学ツアーを企画し、キガリ市内のホテルへ交
渉に行きました。首都キガリには、日本と大差なく笑顔で温かいサービスを提供している
ホテルがあります。また、2016 年、キガリではアフリカ開発会議等の開催に伴い、大型ホ
テルが続々オープンしていました。ツアーには丁度良い時期でもありました。ホテル 7 カ
所を巡り、4 カ所から承諾を頂きました。ツアー実施に期待を寄せる学生の声を支えに、ホ
テルリストを抱えて学校オーナーに相談・説得の上、実施許可を頂きました。次は各ホテ
ルとの日程交渉です。ホテルは 24 時間稼働しており、お客様優先です。団体予約や宴会予
約がある際にはツアーの受入れは出来ないと言われました。また、利用客の邪魔にならな
いよう、学生数も 20 名以下に制限するよう言われました。カウンターパートや各ホテル担
当者と調整しつつ、2017 年 3 月「第 1 回ホテル見学ツアー」が実施されることになりまし
た。
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実施前日にはカウンターパートによるブリーフィングが行われ、参加者 18 名（2016 年
度の学生）は制服にアイロンをかけ、準備に余念がありませんでした。当日朝、いつも遅
刻してくる学生達が集合時間前に集まり、出発を待ちわびていました。カウンターパート
が手配したバスで出発、午前 10 時から 1 日かけて 3 カ所のホテルを巡りました。各ホテル
ではスタッフが温かく迎えてくださり、キッチンでは調理器具の説明を、客室ではアメニ
ティーや設備の説明を、レストランではテー
ブルセッティングの説明を受けました。学生
は大規模な施設や親切なスタッフに触れ、ホ
テルオペレーションを肌で感じることが出来
ました。参加者の中には、卒業後、訪問した
5 ツ星ホテルでインターンシップを行い、就
職に繋げた者もいます。
「実際に訪問していた
為、面接でも怯えることなく臨むことが出来
た」と話していました。ツアーは学校側の評

第一回ホテルツアー（キガリセレナホテル）

価もあり、翌年度の学生にも、2 度実施され
ました。
4. インターンシップの手配
ホテル見学ツアーに向けて各ホテルとの交渉を進めていた 2016 年 9 月、某ホテルの人事
担当者から「インターンシップの受入れも行っている」との話を頂きました。就職に際し、
ルワンダではコネクションが優先されます。その為、休暇中に実施されるインターンシッ
プ(通常 2～3 カ月)が重要な鍵となるのです。
「当校の学生が一流ホテルのインターンシップ
に参加できたら、就職の可能性が広がる！」私は胸を躍らせ、カウンターパートに相談し、
オーナーに報告しました。結果、首都キガリを中心に、インターンシップ受入先との交渉
を担うことになりました。授業のない日にキガリへ行き、ホテルを巡り、人事担当者に会
って受入可否を尋ね歩き、4 ツ星以上のホテルを巡りました。どのホテル担当者もプロ意識
が非常に高く、真摯に律儀に対応してくださいました。某ホテルマネージャーとは「リピ
ーターの増加にはスタッフの質を高め、真心込めたサービスの提供が不可欠」との熱い想
いに意気投合し、感動したことを覚えています。交渉の結果、5 ツ星ホテルを含む 5 カ所か
ら受入の承諾を頂き、2016 年 11 月から 2 カ月間、計 7 名の学生を派遣することになりま
した。開始当日には学生に同行し、開始後はフォローアップ兼ねてインターンシップ先を
訪問しました。インターンシップ先からの「真面目で規律正しく、欠勤しない健康な学生
が必要」という声はカウンターパートと共有することで、その後の授業に生かすことがで
きました。インターンシップは各ホテルで受入時期が異なる為、年間を通して交渉が行わ
れます。これ迄交渉したホテルは約 20 カ所、この交渉が配属先の周知、優秀な学生の輩出
に繋がっていると信じつつ、残り半年も継続していく予定です。
今後の展望 -- ホテルで一流サービスを提供できる人になってほしい！
カヨンザ職業訓練校に赴任してから一年半、
「ホテルで一流サービスを提供できる人にな
ってほしい」という想いで、カウンターパートと一緒に活動を進めてまいりました。学生
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の多くは何かしらの問題を抱えています。家族を知らない学生もいれば、両親の離婚によ
り孤独を感じている学生もいます。優秀な学生の中には、経済的に学業を続けることが難
しく、一年制コースで学修してホテルへの就職を目指す者もいます。ある学生が送ってく
れたメッセージに「It’s not your choice to born poor, but it’s your choice to die poor. So
hard working leads to success.（
「貧しく生まれたのはあなたの選択ではないが、貧しく死
ぬことはあなたの責任だ。一生懸命に働くことが人生を成功に導く。」「貧しい家庭に生ま
れることは自らの選択ではないが、貧しい環境で死ぬことは自らの責任だ。一生懸命に働
くことが人生を成功に導く。
」
）とありました。「一流ホテルスタッフになる」という大きな
夢に向かって一生懸命取り組む学生がいる限り、私もその夢に応えることができるよう、
精一杯支援していこうと想います。そして、彼らがホテルでお客様にご満足いただけるサ
ービスを提供し、
「また来たい」と想ってくださるお客様を増やすことで、ルワンダの観光
産業の更なる発展に繋がることを切に願っています。
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インタビュー
川原 尚行

ロシナンテス理事長に聞く

－自立と共助、「医療」を次の世代の日常へ－
川原 尚行 （かわはら なおゆき）
1965 年福岡県生まれ。
1992 年九州大学 医学部卒業 高校・大学でラグビー
部に所属、主将を務める。
同年同大学第二外科入局、九州大学医学部附属病院附属
病院、広島日赤病院を経て、97 年九州大学医学部大学
院修了。
1998 年から外務省医務官として在タンザニア、英国、
スーダン日本国大使館勤務。2005 年外務省医務官辞職。再びスーダンに渡り、医療活動開
始。翌年 NPO 法人ロシナンテスを設立、国際 NGO としてスーダン政府に認証される。
現在までスーダンで活動中、東日本大震災後の支援活動を 2016 年まで 5 年間行う。
――ハルツーム保健省と一緒に巡回診療を行う
川原：ロシナンテスの活動の一つは、ハルツーム州保健省と協働して行う巡回診療です。
保健省所属の医療スタッフが巡回診療車に乗って、1 か月に 2 週間、東京都と同じくらいの
面積にある 30 の村を泊まりがけで訪問、診療を行います。車の屋根にスピーカーをつけて
「巡回診療車がきましたよ。集まってください」と放送すると村人たちが集まってきて診
療開始です。日本だと、病院は毎日開いていて、何かあるとすぐ診てもらえますが、ここ
の地域住民には、月に 1 回しか医療が行われないことになります。メディカルアシスタン
ト（MA）と呼ばれる医療スタッフが診療を行います。5 年以上の経験が有る看護師が 2 年の
研修を経て MA の資格を得ると、無医村地域において基礎疾患の患者を診療できます。基礎
疾患以外の患者は、巡回診療から病院への紹介となります。病院との連携をもう少しシス
テマティックにやるのが今後の課題で、保健省とも協議している段階です。巡回診療には、
診療チームとは別に検診チームがいて、予防医療に力をいれています。助産師による産前
産後の妊婦健診を行い、乳幼児に対しては、
身長、体重を測り、栄養状態をチェックし、
さらに予防接種を行っています。住民の中に
は、ワクチンの副作用で不妊になる恐れがあ
る、と強く信じている人がいて、予防接種を
拒否されることもあります。このような方々
に対し、予防接種に関しての説明を丁寧に行
い、理解してもらうよう努めています。また、
地域住民の健康に関しての
巡回診療
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ヘルスプロモーションの様子
知識の向上を目的としたヘルスプロモーションを開いています。
最後には健康に関してのクイズを出し、正解すれば景品が当たるようにして、地域住民
の関心を引くようにしています。我々は巡回診療のスーパーバイズ（管理監督）のために
定期的に現場に行っていますが、我々が行くと、地域住民にとても歓迎され、村の人がふ
るまってくれる食事やお茶をいただき、とても温かい気持ちになります。
――クラウドファンディングの力：
「土とレンガの診療所プロジェクト」
川原：東京都と同じ面積のところに診療所がなく、ロシナンテスと住民、保健省、三者で
話し合い、診療所を 3 棟建設する計画を立てました。「土とレンガの診療所プロジェクト」
と名付け、資金調達を行いました。3 棟建設で合計 3,000 万円の費用が必要で、ロシナンテ
スの資金に加え、クラウドファンディング（Readyfor 社による）で支援を募り、海外部門
で同社の史上最高額（14,316,000 円）となる支援を集め、目標に到達しました。皆様方の
ご支援に心から感謝しています。現在までに診療所を 2 つ建て、今年中に 3 棟目が完成し
ます。ご寄付下さった方々のお名前を日本語とアラビア語でプレートに刻み、診療所の中
央に掲げています。
完成した診療所

診療所のプレートの前で

診療所の建設後は、運営をどうするのかが問題です。我々と保健省との取り決めでは、
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診療所の運営は保健省が行うことになっています。十分な予算がなく、スタッフにも制限
がある保健省ですが、持続可能な医療が行われるように、我々も話し合いを継続させてい
くつもりです。
――何をするのも「水」が必要
川原：スーダンでは水へのアクセスに困っ
ている人が多くいます。また、ため池や川
の水を飲用とする人々もいて、汚染された
水が原因で感染症を引き起こすケースもあ
り、最近ではコレラの流行もありました。
きれいで安全な水の提供は、医療の第一歩
であり、医療事業とともに水事業を行って
います。水源を探るサーベイから始まり、
水源があると掘削機を使って 100 メートル
くらいの深さの井戸を掘ります。足場を組
建設中の給水所
み立て高いところに給水タンクを置き、給水所を作ります。水を汲み上げるポンプを動か
すのに発電機を設置しますが、これには燃料費が必要です。毎日、水を供給するためには、
燃料費を含めた維持管理体制を作らねばならず、共同体である村での給水所の運営の仕方
も重要です。
――北コルドファン州での栄養改善事業
川原：首都ハルツームの西に位置する北コルドファン州には、車で 8 時間以上かけて移動
しますが、ここで国連 WFP、地域の NGO と協働して栄養改善事業を進めています。5 歳以下
の乳幼児を対象とし、上腕部をメジャーで計
測します。緑は問題がなく、黄色は要注意、
赤い色が出ると栄養状態が悪いと判断され
ます。身長体重、年齢をグラフ化してみるの
がいいのですが、地域住民が、自分たちで計
測して記録できるように簡素化することも
大切です。
この地域では、水問題が深刻であり、州政
府から水事業の依頼があり、地域の NGO と連
携しながら水事業の展開を考えています。
子どもの栄養状態をチェックするスタッフ
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――新しい医療の形態を模索したい
川原：今年 5 月にハルツーム州保健省のス
タッフ、地域医療に携わる助産師など 5 名
を対象に、日本研修を行いました。長野県
の佐久総合病院での地域医療、私の出身地
である北九州で高齢者医療・介護の現場の
視察を行いました。彼らの感想は、日本の
介護医療は手厚い、デイケアで家まで迎え
に来てくれる。世界でトップクラスの医療
システム、医療現場スタッフ、機器もそろ
地域住民と一緒に食事
っている。地域の小さい診療所から総合センターへと連携し患者情報が共有されている、
と称賛の声がある一方で、高齢者介護について、スーダンでは家族が高齢者のお世話をす
るのが日常で、それができないのは恥ずかしいこととされるなどの意見もありました。医
療システムがきちんと整備されていないがゆえに、家族や地域の結びつきが強いスーダン
社会から現代の日本も見習う点があるべきと思われます。
一方、スーダンでは医療をさらに改善し、将来的には我々がいなくても現地の人で運営
できるようなシステムを構築していきたい、そのためには、保健省と協働している巡回診
療をお互いに意見を寄せながら改善を重ねていこうと思います。スーダンのような医療資
源の乏しい国と協力していくことで、我が国の地域医療への一助となると信じてもいます。
――ロシナンテスの意味をこめて
川原：九州をはじめとして、全国から当団体へのご支援を承り、感謝の気持ちでいっぱい
です。ロシナンテというのは、ドン・キホーテが騎乗するロバのような小さな弱い馬の名
前です。私自身は小さな力しか、持ち得ませんが、応援して下さる方々と力をあわせるこ
と、つまりロシナンテがロシナンテスと複
数形になることで、大きな力になると信じ
ています。また、小学校を含む教育現場で
講演を依頼されることも多く、子供たちが
目を輝かせてアフリカでの話を聞いてくれ
ます。小さなロシナンテです。私は、彼ら
が大きく成長するのを楽しみにしながら、
ロシナンテスという団体をアフリカ
で育てていこうと思います。
スーダン人我が家へ
（インタビュアー 清水 眞理子）
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アフリカ映画情報（☆：公開上映予定 ＊：公開上映中）
特別研究員

高倍 宣義

9 月末から 10 月上旬にかけて東京と山形で開催された二つ映画祭で、アフリカ映画を
都合 16 本見た。
若くないので体力を心配したが無事にこなせた。12 回目を迎えた国連 UNHCR
難民映画祭は、アフリカ系 6 作品の内 4 作品がアフリカからの難民と彼らを受け入れる人
たちに焦点があてられていた。ドイツ、スウェーデン、オーストラリア、ハンガリーでの
受け入れである。「はじめてのおもてなし」は正月に一般公開される。
山形国際ドキュメンタリー映画祭 YIDFF は、23 本のアフリカ系作品がまとめて上映され
るので、2 泊 3 日かけ 10 本を見た。狙い目だった「私はあなたのニグロではない」と
T.ミシェル監督作「コンゴ川 闇の向こうに」
（05 未公開）が見られトークショーなどで
数人の映画人と出会え、よい旅行になった。D.ワシントン監督のアカデミー賞ノミネート
作品「フェンシズ（原題）
」Fences は日本では劇場公開には至らなかったようだ。
☆「わたくしは、幸福（フェリシテ）」FELICITE アラン・ゴミス監督
2017/フランス・セネガル他 12 月 16 日公開

http://www.moviola.jp/felicite/

長い内戦から平和に戻り始めたコンゴ（民）のキサンガニからキンシャサまでのバージ
の船路を紹介したのが「コンゴ川」。
「フェリシテ」はバージの終点の無秩序な活気あふれ
る首都キンシャサで息子とたくましく生きる女性歌手と彼女を慕う修理屋の現代ドラマ。
☆「はじめてのおもてなし」Willconmen bei den Hartmann
2018年1月シネスイッチ銀座

2016/ドイツ

http://www.cetera.co.jp/welcome/

ナイジェリアからの難民青年を受け入れた一家が内と外で直面する試練を打開していく
ヒューマン・ドラマ。ボコ・ハラムや反移民活動家も出てくる難民映画祭上映作品。
☆「私はあなたのニグロではない」I Am Not Your Negro ラウル・ペック監督
2016/アメリカ・フランス（山形で本邦公開決定と聞いたが、詳細は次回以降に）
ジェームズ・ボードウィンの未完の原稿「Remember This House」を基に、凶弾に倒れた
アメリカの公民権運動の 3 人のアフリカ系指導者メドガー・エヴァース、マルコム X、
M.ルーサー・キングの思想や活動を通して、アメリカ社会に現代も根強く残るアフリカ系
の人々への根強い差別の本質を突く作品。
＊「ドリーム」Hidden Figures

セオドア・メルフィ監督

2016/アメリカ

http://www.foxmovies-jp.com/dreammovie/
1962 年に地球周回軌道飛行をしたグレン宇宙飛行士を支えた NASA で働く 3 人の
アフリカ系アフリカ系才女の人間味と勇気、彼女らの価値を認め受け入れる NASA の
職場が爽やかに描かれる。ノンフィクション小説が原作。
＊「ムーンライト」Moonlight

バリー・ジェンキンス監督

11.18 早稲田松竹

2016/アメリカ
http://moonlight-movie.jp/

マイアミの貧困地区に暮らすアフリカ系少年と母親、親友、保護者との関係を少年期、
10 代、成人の 3 期に分けて描いた社会ドラマ。
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アフリカ協会からのご案内

―協会日誌―
事務局長

成島

利晴

10 月 15 日〜11 月 14 日
10 月 13 日「第 3 回在京大使との懇談会－ガーナ大使」
Country-study Meeting with H.E.Mr.S.J.K.Parker-Allottey,
Ambassador of the Republic of Ghana to Japan
The Society held its third country-study meeting on 13th October at the
International

House

in

Tokyo,

with

the

presence

of

H.E.

Mr.S.J.K.Parker-Allotey, Ambassador of the Republic of Ghana to Japan.
(Number of attendants; 21 persons.)
Ambassador Allotey explained Ghana’s history, geographic position,
natural resources, politics, infrastructure, economic situation and the
outlook for this year. He also explained the general impression of
Ghanaians about the Japanese people whom they describe as honest,
hardworking, disciplined, respectful and producers of high quality
goods. He also cited the long standing relationship existing between
the two countries starting from the days of Dr. Noguchi’s activities
in Ghana.
There was a comment that the recent decision by the Government of Ghana
to join the group of Francophone African countries（La francophonie）
seemed to be wise and pertinent, in view of the geographical situation
of the country. On the question asking the possibility of utilizing
special economic zones（free zones） for the purpose of training Ghanaian
youths in the field of ICT and other areas, the Ambassador mentioned
that since Ghana and other nations in West Africa have trainable manpower,
it might be a good idea to search for the possibility to develop training
facilities in the fields of maintenance and assembly of mobile phones,
refrigerators, agricultural machinery, etc. He also mentioned that
willing companies could contact GIPC (Ghana Investment Promotion
Centre), to further explore.
There were some other questions on pesticides used in Ghana, practices
of manpower training and recruitment, Ghana’s society in the face of
changing international political scene, rules on the cases of allowing
duty-free importation of agricultural machinery, etc.
駐日ガーナ大使との懇談会
10 月 13 日午後、国際文化会館において、駐日ガーナ大使をお招きし、
ガーナ事情を伺う会を開催しました（会員企業等から出席者 21 名）。先ず
大使より同国の歴史、地理上の位置、天然資源、政治、インフラ及び経済
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概況などについて説明するとともに、ガーナにおける日本のイメージ
（両国の関係は野口英世博士のガーナにおける医療活動までさかのぼる）に
ついても説明を行いました。
会員企業等からは、「近隣の仏語圏諸国との関係を深めているのは適切と思
う」というコメントが出されました。
その後「ＩＣＴ開発などの関連で、経済特区などを活用して技術革新に資す
るプロジェクトがあればよいと思う」との意見が出され、右には大使よりガ
ーナのみならず、西アフリカ諸国には労働力はあるので、農業の技術開発も
含め、例えば携帯や冷蔵庫などの生産と修理能力を高めるなどの試みが有用
であろうし、そのような点に関心がある向きは、ＧＩＰＣ（ガーナ投資促進
センター）に相談してほしい、というコメントがありました。その他、殺虫
剤について、人財育成と雇用について、国際政治状況の変化の中でのガーナ
の社会状況について、農業機械を無税で国内活用する場合のルールなどにつ
いて質問が出されました。
10 月 17 日「日本中近東アフリカ婦人会主催「チャリティーバザー」
10 月 17 日、ロイヤルパークホテル ロイヤルホールにおいて、日本中金アフ
リカ婦人会主催のチャリティーバザーが開催されました。
本イベントは 1981 年より始まり隔年開催されておりますが、今回で第 19 回
目となりました。駐日のアラブ・アフリカの大使館から 25 公館が参加され、
各国の特色ある民芸品や食事などが展示・販売されており、今回も 2,000 名
を超える来場者で会場も満員となりました。当協会を代表して中内綾理事が
ご出席されました。当協会は後援を行っています。
10 月 20 日「第 1 回アフリカ・サロン」
“アフリカとの繋がり、32 年間のユネスコでの
経験をとおして”
10 月 20 日夕刻より、外務精励会大手町倶楽部にて第 1 回アフリカサロンを開
催致しました（参加人数 16 名）。今回から始まりました本イベントは、会員
他アフリカにご興味ある方々にお集まり頂き、有識者の方にご自身の経験や
研究成果などを語って頂き参加者の方がたと交流する企画です。
第 1 回目は当協会理事で桜美林大学大学院グローバルコミュニケーション学
科教授の荒田明夫先生をお迎えして、同氏がユネスコ職員時代にアフリカに
滞在した際の印象や、ユネスコの活動状況などをお話頂きました。通常の講
演会などとは違い、飲物を手にさまざまに各人が語り合う和やかななかにも
アフリカへの想いが溢れるひと時でした。
10 月 25 日「2017 年度第 10 回清水駐モーリタニア大使を囲む懇談会」
10 月 25 日午後、国際文化会館において清水久継・駐モーリタニア大使を囲む
懇談会を開催しました（会員企業等より計 10 名出席）
。清水大使より同国の
位置と自然環境、国民（アラブ系とアフリカ系が混在）
、政治情勢、古代都市
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の存在と文化遺産、経済と産業（農業、漁業、鉱物資源他）
、労働と雇用、エ
ネルギー概況、外交、日本との関係（たこの日本への輸出、ＯＤＡ概況、水
産業への支援、食糧援助、治安協力等）
、近年の隣国マリからの難民流入状況
などについて説明がありました。その後出席者より他国の船による水産資源
乱獲被害の有無、アラブ系民族とアフリカ系民族の人口比、ベドウィンが遠
いイエメンから来たとする考えがあるのは何故か、仏の植民地支配において、
仏にとってモーリタニアとはどのような存在だったのか、米食は一般的か否
か、優秀な子弟の留学先はどこか、内発的な（home-grown）テロリストは存
在するのか、若者の就職状況、中国の進出状況、世界一長いとされる鉄鉱石
輸送鉄道は人やモノも運ぶのか、砂漠化の進行程度、工業化を目指す政策の
有無、シェイクスピアの「オセロ」に、オセロの出自をモーリタニアである
とする叙述があるが、16－17 世紀から既にモーリタニアは英国に知られてい
た模様、などの質問やコメントがありました。
10 月 28 日「第 3 回世界一愉しいアフリカ講座」名古屋公演
10 月 28 日午後、中部国際センター（JICA 中部）セミナールームで、第 3 回
世界一愉しいアフリカ講座名古屋公演を開催しました。本公演は 7 月 26 日に
JICA 市ヶ谷地球ひろばにて開催された第 3 回世界一愉しいアフリカ講座の講
演内容を撮影したビデオを紹介するとともに、名古屋にて日・アフリカ関係
で活躍されている NPO 法人、研究者の方々にお集まり願い日本とアフリカの
関係についてパネルディスカッションを行いました。尚、特別ゲストして
市ヶ谷講演を主催した萩原孝一特別研究員が参加しました。
11 月 01 日「2017 年度第 11 回川村裕駐コートジボワール大使を囲む懇談会」
11 月 1 日午後、国際文化会館会議室において川村裕駐コートジボワール大使
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
24 名）
。詳細は後日ご報告致します。
今後の予定
11 月 13 日「佐藤芳之講演会」
時間：14 時から 16 時予定
場所：国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール
講演：
「アフリカで活躍する若者たちと最近のビジネス事情」
佐藤芳之氏（オーガニックソリューションズ代表、元ケニアナッツ社長）をお迎
えして、前半は佐藤氏による最近のアフリカでの若者のビジネスにおける活躍状
況等を紹介して頂く講演を行い、後半はブレインワークス近藤昇社長の司会によ
り佐藤芳之氏、アフリカビジネスパートナーズ梅本優香里代表パートナー、LOOOP
中村創一郎社長などを交えたパネルディスカッションを予定しています。
11 月 24 日「2017 年度第 12 回廣木駐南ア大使を囲む懇談会」
時間：14 時から 16 時予定
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場所:日仏会館 501 号室
廣木駐南ア大使をお迎えして、南アフリカ共和国の政治・経済情勢に関し、懇談
致します。
11 月 27 日 都立中央図書館シリーズ展示「世界中の国のこともっと知ろう！第 7 回
アフリカ Part2 編」
期間：11 月 27 日から 1 月 14 日まで
場所：東京都立中央図書館 4 階企画展示室
東京都立中央図書館では、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて、
世界の国・地域の生活や文化を紹介するシリーズ展示を行います。
当協会は、中央図書館に協力して下記イベントを共同企画致しました。多数の
皆様のご来館を期待しております。
・機関誌「アフリカ」表紙原画展：建築家坂田泉特別研究員の原画 70 点を展示
（開催期間中）
・アフリカ講座開催 (14 時から 15 時予定)
12 月 2 日（土） 元コンゴ民大使 高倍宣義氏 「中部アフリカで見たこと、
感じたこと」
12 月 5 日（火） 元ギニア大使

富田嘉孝氏 「アフリカの人々の生活と文

化について」
12 月 9 日（土） 桜美林大学非常勤講師

萩原孝一氏 「世界一やさしい

アフリカ基礎講座」
12 月 13 日(水) 前モザンビーク大使 橋本栄治氏 「鳥の眼と蟻の眼で見る
アフリカ」
12 月 16 日(土)

OSA ジャパン会長・建築家 坂田泉氏 「描きながら考えた
アフリカ原画展ギャラリートーク」

12 月 19 日(火) 元ジンバブエ大使 福田米藏氏 「南部アフリカの人はどん
な暮らしをしているか」
12 月 9 日 「第 4 回アフリカから学ぶ」
時間：14 時から 16 時予定
場所：日本教育会館 704 号室
概要：第 4 回を迎える「アフリカから学ぶ」講座は、フランスにて西アフリカ
文化をご研究の阿毛氏に来日される機会に講演をお願いすることとなりま
した。
ギニア系フランス人の阿毛氏は、2015 年に当協会機関誌「アフリカ」に
ご寄稿されたことのある阿毛香絵夫人と共に来日され、関西を中心に講演
を行われる予定です。
12 月 14 日「年末交流会」
時間：18 時から 20 時予定
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場所：外務精励会

大手町倶楽部

会費：¥1,000/人
概要：協会より会員の皆様に日頃のご支援に感謝する意味で開催する毎年恒例の
年末交流会です。本年は虎ノ門から大手町に移転し名称も新たになりまし
た外務精励会大手町倶楽部にて開催致しますので、多数の皆様のご参加を
期待しています。
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