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（2011年5月31日　於：東京銀座）

　3月11日に未曾有の大震災が東日本を襲ったの
は、私が外務大臣に就任した直後のことでした。
この震災に際し、アフリカ諸国は、我が国に対し、
数々の温かいメッセージや支援の手を差し伸べて
下さいました。この場をお借りして、アフリカ諸国か
ら示された我が国への連帯に深甚なる感謝の意
を改めて表明したく存じます。

　5月にセネガルのダカールで開かれた第3回
TICAD（アフリカ開発会議）閣僚級フォローアッ
プ会合は、我が国が震災後初めて主催した大規模
な国際会議となりました。ダカール会合を予定どお
りに実施したことは、アフリカとの連帯をこれまで
以上に深めていくという我が国の強い意思の表れ
です。ダカールで私が表明したとおり、我が国は、
大震災を乗り越え、国際社会の平和と安定のため
引き続き積極的な役割を果たしていきます。また、
2008年5月のTICADⅣにおいて我が国が行った
公約を含め、既に表明した国際的コミットメントを
誠実に実現していく決意です。

　アフリカには、貧困、紛争、ガバナンスといった
様々な課題が残されていますが、アフリカは、「希望

と機会の大陸」としての歩みを着実に進めていま
す。その中で、我が国がアフリカの直面する課題に
正面から向き合うことは、国際社会の主要メンバー
としての責務です。さらに、我が国が外交を進めて
いく上で必要な友人を増やし、資源を確保し市場
を開拓する観点からも、日・アフリカ関係の強化は
極めて大きな意義を有すると考えています。

　私は、外務副大臣就任時から外務大臣の職にあ
る今日に至るまで、数多くのアフリカ諸国の要人の
方 と々お会いする機会を得ました。その度に強く感
じることは、我が国とアフリカは地理的には離れて
いながらも信頼という名の絆によってしっかり結
ばれているということです。この絆は、大震災を契
機として、一層強固なものとなったと確信します。

　このような認識の下、私自身、アフリカとの絆を
大切にしながら、平和と安定への貢献、開発支援と
貿易投資の拡大、グローバルな課題への対応を３
つの柱とする対アフリカ外交を精力的に進めてい
きたいと考えています。本誌読者の皆様をはじめと
して、関係者の方々の御理解と御協力を引き続き
賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

松本剛明外務大臣及び高橋千秋外務副大臣は、5月1日（日曜日）と5月2日（月曜日）の両日、セネガルのダ

カールにおいて、第三回TICAD閣僚級フォローアップ会合を主催し、開催国セネガルのニョン外務大臣ととも

に共同議長を務めました。　

68か国（うち、アフリカから47か国、30 名の閣僚級首席代表が参加）、42の地域・国際機関、NGO16 団体、

民間セクターなど計約 500 名が参加しました。

●5月1日（日曜日） 

　議題1：横浜行動計画の進捗状況及び

 今後のTICADプロセス 

　議題 2：アフリカ経済の活力ある

 包括的かつ持続的な成長に向けて 

　議題3：ミレニアム開発目標 (MDGs)の達成 

●5月2日（月曜日） 

　議題4：グローバルな課題への対応に向けたアフリカとの協力 

アフリカ赴任をひかえた
新任大使との面会
5月24日付で在ガーナ共和国大使に発令された二階尚人大使と、服部アフリカ協会会長
が面会し、6月下旬に赴任される大使に激励のメッセージを送りました。

機関誌『アフリカ』に寄せて
巻 頭 言

第三回TICAD閣僚級フォローアップ会合

協 会
日 誌

（1）参加者

（2）議題

外務大臣

松本 剛明
Takeaki Matsumoto
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アフリカの近代化と日本の近代化

日本の近代化とアフリカの近代化の過程を
どのように評価されますか。

日本の近代化というのは、まさしく精神革
命、精神の近代化、合理化から始まっています。つ
まり、いわゆる文明開化というのは、鉄道ができた
などというよりも、近代思想を取り入れた明治の精
神こそが近代化なのです。それをアフリカ諸国、あ
るいはアジアの諸国に、物質文明よりも前にまず精
神革命ですよ、個の自覚ですよ、と伝えるのは無理
な話でしょうか。

私もそれに賛成で、やはり日本の明治以降
の物質的な目覚ましい進歩は、特に江戸時代後半
に培われた日本のしっかりとした精神文明が根底
にあったからできたと思います。その精神文明とは
何かといったら、やはり教育に力を入れた結果で
しょう。19 世紀に入り、日本は西欧文明も物質的
な面でも文書を通じかなり勉強しているので、明治
維新の前にも産業開発が行われていた。オランダ
から入手した文書によって、製鉄所をつくり、反射
炉をつくって、しかもそれなりにきちんと機能する
ものを、西欧人の手を借りずにつくっていた。それ

ができたのは、やはりしっかりとした精神文明、教
育を通じて、江戸時代の末期からの基盤があった
からだと思うのです。

精神文明とおっしゃいましたが、それは日
本のDNAになっていると思いますか。

私はそうなっていると思います。さらに伸
ばしていかなければなりませんが、アフリカにつ
いて言えば、私はアフリカの精神文明がしっかり
していない、と一概に決めつけるのは気の毒で、
アフリカには4つの大きなハンディキャップが
あったと思うのです。第一に、3 世紀半続いた奴
隷制度で、何千万という優秀なアフリカ人が、北
米、カリブ海、南米、さらに東はアラブにまで連
れていかれた。19 世紀初めにようやく奴隷制度
が廃止になると、第二は、植民地化で1世紀半に
わたって搾取される。その上、奴隷制度と植民地
化を正当化するために、アフリカは暗黒大陸だと
言ってキリスト教を布教した。これにより、アフリ
カにあったしっかりとした精神文明が破壊されて
しまった。第三に、日本よりはるかに厳しい気候
風土で生活しなければならないこと。第四に、植
民地時代の分割のまま、独立時の国境となったこ
とがあります。

アフリカをよむ
〜我が国の経験を通じて〜

堀内

服部

松浦

堀内

松浦

上

座 談 会

アフリカ協会 会長

服部 �次郎
Reijiro Hattori

アフリカ協会 顧問 前ユネスコ事務局長

松浦 晃一郎
Ambassador Kouichirou Matsuura

アフリカ協会 理事 

堀内 伸介
Ambassador Shinsuke Horiuchi

司会
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遡れば1960 年代の独立直後に、アフリカのかなり
の国の政治指導者に、「国境線というのは、19 世
紀から20 世紀にかけてヨーロッパの植民地国家
が恣意的に引いたものである。すなわち、できるだ
け取り払い、皆で一緒になりましょう」という動きは
あったのですが、結果的には一つも実っていませ
ん。例えば、セネガル、ガンビアという国があります
が、ガンビア川が真ん中に通り、その周りにガンビ
アという国があって、その周りがセネガルになって
いる。何故このような国境線かというと、イギリス軍
がガンビア川を上って植民地にしたのだが、周りは
フランス軍が入ったからなのです。それだけの話で
2つの国に分かれたのですから、独立後、両方の政
治指導者が、「これは不自然だから、セネガル・ガ
ンビア連合をつくりましょう」と言ってつくったので
すが、結局うまくいかず、元に戻ってしまいました。

文化の多様性と開発

松浦大使は多くの途上国を見て回り、ユネ
スコの仕事でも、文化の多様性というのをつぶさに
見てこられたと思いますが、文化の多様性と開発と
の関係を、どのようにご覧になりますか。

文化の多様性というのは人類の宝です。人

類というのはアフリカで生まれ、ホモサピエンスが
20万年前に現れ、それが10万年前ぐらいから世界
各地に広がり、そこに定着して、多くの異なる文化を
生んだ。私は本来それぞれの異なる文化的な背景
の上に、しっかりとした経済発展を遂げることがで
きると考えます。アフリカについて言えば、アフリカ
文化をヨーロッパが、まず宗教、それから物理的な
植民地の搾取で破壊してしまった。今もアフリカに
は文化の多様性はありますが、破壊されてバラバラ
になりかけている。しかしながら、そういうものを踏
まえて成長していかなければいけないと思います。

アフリカへの海外投資と企業

いまアフリカは、鉱物資源の需要増などで高
度成長に入り、外国投資も非常に積極的ですが、日
本の企業はあまり進出していません。アフリカへ進
出する、海外投資をするという時に、企業経営者と
してはどのようなことが一番大切だと考えますか。

日本に限らず、本国から離れたところへ企
業が進出するというのは、マーケットを求めるか、
資源を求めるか、あるいはそこにおいてインダスト
リアルのオペレーションをやるかがある。オペレー
ションをやるのは、そこで作って、マーケットが近場

奴隷制度によってアフリカは非常に大きな
ハンディを背負うことになった。そしてご指摘のとお
り植民地制度がその次に待ち構えていて、あそこな
りの王国、王様が治める国もあって、ごく普通の政
治、経済活動が行われていたが、それが破壊されて
しまった。それから、気候風土が非常に厳しいとい
うことも大きい。もう1つ、もしアフリカ大陸がヨー
ロッパからもう少し離れた場所にあれば、例えば
オーストラリアぐらいのところにあったとすれば、ど
うだったのかな、ということを時々考えたりします。

日本はアジアの中でも一番ヨーロッパから
遠くて、島国であったということが、非常に裨益し
ているので、もし日本が、例えばタイとか、インド沖
にある島であったら、真っ先に植民地化されていた
と思うのです。

おっしゃるようにファーイーストであったお
かげで、西欧勢力はたまたま太平洋を越えて、アメリ
カが開国の先駆けになったという歴史的偶然も含
めて、日本は幸いだった。その点で、アフリカは地政
学的と言うのか、日本に比べてラッキーでない場所
にあった。これは宿命ということでしょうけれども。

それに加えて、アフリカはヨーロッパが求め

ていた金、銀、ダイヤモンドというような鉱物資源が
豊富にあった。最近ではまさにレアアースとか、希
少金属とか、色々なものがアフリカにあるわけです
が、当初は単純に、金や銀、ダイヤモンドなどがある
ということで、奴隷制度はやめたけれども、貴重な
鉱物資源を目掛けて植民地化を進めていった。鉱
物資源を持っていたというのも、今こそアフリカに
とってプラスですが、当時はヨーロッパに狙われる
種になったわけですね。

日本の近代化というのも、これまで260の
大名がいたのが、廃藩置県で50ぐらいの三府四十
何県になった。思ったよりもスムーズに速くできた
ということは、日本にとって近代化の弾みとなっ
た。アフリカにおいても、これが実現し加速化する
ということになればありがたいのですが、仮にそう
なると、いま日本に大勢おられる在京のアフリカ大
使が７人ぐらいになってしまうわけですね（笑）。仮
にそうなれば、日本政府も相当強力に対応する。民
間も対応するということになってきて、色々な点で
展開が変わってくるでしょう。

日本の場合は、明治政府になり中央政府が
できて、その下で団結した。ところが、アフリカの場
合は、まだ53の国があって、53の政府があって、

服部

服部

松浦

松浦

松浦

服部

堀内

松浦

堀内

服部

松
ま つ う ら

浦 晃
こ う い ち ろ う

一郎
Ambassador Kouichirou Matsuura

 略歴

山口県出身
1937年 9 月生まれ
 59 年 4 月 東京大学法学部中退 外務省入省
 61 年 6 月 米国ハヴァフォード大学経済学部卒後、経済 
  協力局長、北米局長、
 外務審議官（先進国サミットのシェルパ兼任） 
 等を歴任
 94 年 8 月 駐仏大使
 98 年11月 世界遺産委員会議長
 99 年11月 ユネスコ事務局長（第 8代）就任
2005 年10月 同上 再任
 09 年11月 同上 退任
 10 年 3 月 株式会社パソナ特別顧問 他

 名誉博士号及び受勲

1997年 リヨン第 3 大学名誉法学博士号
2001年 8 月 中国人民大学名誉教授　　　 
2003 年11月 モスクワ大学名誉博士号
　 06 年 5 月 米国・ハヴァフォード大学名誉博士号
 06 年 5 月 フィリピン・サントトーマス大学名誉博士号
 07 年 7 月 韓国・慶煕大学校名誉博士号
 11年 3 月 立命館大学　博士号
以上を筆頭に50以上の名誉博士号を授与。更に文化、科学、
文明間の対話等の分野における国際協力の業績に鑑み、世界
各国より70に上がる勲章、いくつもの名誉市民権等を授与。

 主著

「援助外交の最前線で考えたこと」（1990年 国際協力推進協会）
「歴史としての日米関係・日米同盟の成功」

（1992年 サイマル出版会）
「先進国サミット・歴史と展望」（1994 年 サイマル出版会）

「Développement et perspectives des relations entre le 
Japon et la France」

（1995 年 Publications Orientalistes De France）
「La diplomatie japonaise à l’aube du 21e siècle」

（1998 年 Publications Orientalistes De France）
「A year of transition」（1999 年 UNESCO）
「Building the new UNESCO」（2001年 UNESCO）
「Responding to the Challenges of the 21st Century 」

（2002年 UNESCO）
「ユネスコ事務局長奮闘記」（2004 年 講談社）
「Thinking and building peace」（2005 年 UNESCO）
「New Ignorances, New Literacies」（2007年 UNESCO）
「世界遺産」（2008 年 講談社）
「Changing World, New Challenges」（2009 年 UNESCO）
「The Challenges of Sustainable Development」

（2009 年 UNESCO）
「アフリカの曙光」（2009 年 かまくら春秋社）

日本の明治以降の進歩は、
江戸時代後半に培われた精神文明が、
根底にあったからできたと思います。

座 談 会 アフリカをよむ〜我が国の経験を通じて〜 上
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人口も、2050 年には今の10 億が倍になって20 億
になると言われています。中国は、大体頭打ちです
から、これから人口が伸びるという点から言うと、
アフリカは非常に伸びますね。しかも私が1960 年
代、西アフリカにいた頃に比べると、国単位で見て
も、この50 年の間に、人口が倍から3倍になってい
ます。今後もどんどん伸びていきますから、モノに
よっては、現地に進出して経済規模が確保できる
製品も、徐々に出てくるのではないでしょうか。
　

アフリカの大使にお会いすると、「もっと日
本も投資をしてくれ」と言うのですが、企業として
は、損をしてまで投資をするはずもない。やはり 
win-winでなければいけない。そういう関係を企
業のほうもどのようにしてつくるか。行政のほうも
そういう環境をつくらないと、企業はなかなか出て
いけないのではないかな、と思うのですが。

企業とおっしゃった時に、小規模の家族で
行っている小売業とか、小さなお料理屋さん、これ
は先方の国がいくら細分化されていても驚かない。
しかし、こちらでいう上場企業というようなところ
になりますと、まず考えるのはスケールメリット。ス
ケールメリットとなりますと、アフリカはいかにも細
分化されている。幸い日本は1つにまとまっていま

すが、今のアフリカは、文化的にも、言語的にも、あ
るいは旧宗主国系統からいっても、あまりにも細分
化され過ぎているので、これは希望的なことです
が、アフリカの経済圏だけは、一つのEU的なもの
で、関税も何もありませんよ、というような東西南北
と、あと1つぐらいの5つほどにまとまっていてもら
えると、こちらのスケールメリットを追求するところ
も、取り組みやすくなるということは言えます。

今、会長がおっしゃった方向は出てきていま
して、アフリカ全体でアフリカ連合（AU）というの
があって、53カ国、（南スーダンが独立すれば 54）
になりますが、アフリカ大陸全部で７つの地域機
構から成っています。基本は経済圏の形成です。
政治的な協力も徐々にやろうとしています。目標は
ヨーロッパ的な経済共同体をつくると言っていま
すが、非常に同質的なヨーロッパですら、今の経済
統合に至るまでに60 年近くかかっているわけで
す。アフリカは、今、動き出したばかりで、ヨーロッパ
との比較で言えば、私はまだ2050 年代の終わりか
60 年代の初めごろでも難しいのではないかと思い
ます。その頃には今の10 億の人口が 20 億になるで
しょう。20 億で53カ国ではなく、7つになれば1
つ1つがそれなりの規模になりますが、そういう統
合に向けての動きはまだまだ遅いですね。

（以下、次号に続く）

にあったり、そこに資源があるから、その一次加工、
二次加工をするために進出するということです。日
本の場合は、東南アジア、近世で言えば、中国大陸
や満州というようなところにマーケットを求め、ある
いは小さな企業が小売業を行うとか、流通業を行
うというので、日本の企業の海外進出の第一歩が
始まったのだろうと思います。その点で、アフリカと
日本の企業との接点は、非常に遅かったし、今でも
必ずしも太いとは言えない。アフリカの資源獲得と
いうのが出たのは、第二次世界大戦以後の日本の
高度経済の発達でようやく輸送機関とか、あるいは
保険などが整ってきたので、アフリカへも行ってみ
るか、と重い腰を上げたのが、1960年代ぐらいか、
それ以後でしょう。1960年と言いましたのは、ちょ
うど多くのアフリカ諸国が独立した時期でそれぞ
れの政治的な制度がスタートした年なのです。当時
は、アフリカにはヨーロッパ人の残した良い制度も
残っていてなかなか良さそうだ、これまでは白人が
抑えていて手が出なかったけれど、ようやく手が出
せるようになったという具合でしょうか。また60年
代というのは、日本が復興から発展に切り替わった
時代ですから、日本とアフリカの関係は50年とい
う、まさにこの半世紀ということだろうと思います。

私は日本企業にもっと進出してもらいたい

のですが、どうしたら日本の企業が積極的にアフ
リカへ進出できるのでしょうか。

日本の輸出という点から考えますと、今、ア
フリカは北アフリカも入れた53カ国で人口10 億で
すから、中国一国、インド一国よりも人口が少ない
のです。しかもそれが53カ国に、今度、南スーダン
が独立すれば、54カ国に分かれているわけです
から、一つ一つの市場は非常に小さいわけです。日
本の企業から見ると、重点的な輸出市場として力
を入れるということには、なかなかならない。全体
的な市場としては、それなりの規模の経済が確保
できないと、日本企業は採算という見地から言って
進出しない。それからアフリカはいまだに治安のい
いところが限られているから、そういう外的な要因
も考えると、日本の製造業の進出という点で、躊躇
するというのはわかります。
　ただ、アフリカは非常に資源が豊富ですから、今
後の日本の経済のあり方からいっても、資源獲得
という点は、欧米との合弁でもいいのですが、特に
マイニングは現地に投資して、しっかりと現地に拠
点を築き、資源を確保していかなければならない
と思います。
　それから製造業のことで言えば、分野によって
は進出も考えたらいいと思います。ただ、アフリカの堀内

松浦

堀内

服部

松浦

堀
ほ り う ち

内 伸
し ん す け

介
Ambassador Shinsuke Horiuchi

服
は っ と り

部 �
れ い じ ろ う

次郎
Reijiro Hattori

日本企業としては、損をしてまで
投資をするはずもない。
やはりwin-winでなければいけない。

座 談 会 アフリカをよむ〜我が国の経験を通じて〜 上

まず考えるのはスケールメリット。
幸い日本は1つにまとまっていますが、
アフリカはいかにも細分化されている。
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1.はじめに
　
　鴻池組は1871年（明治4年）、大阪・北伝法に
おいて、建設業および運輸業を生業とする会社と
して鴻池忠次郎により設立されました。その後、
1918年（大正7年）には株式会社となりました。戦
後、軍需会社法により運輸部門を分離独立させた
以降は、建設業を専業として現在に至っています。
　当社初の国外進出は戦前の旧満州国でした。本
格的な海外工事は、それを管轄する海外事業部が
設立された1982年（昭和57年）からさかのぼるこ
と4年、1978年（昭和53年）にアフガニスタンへ
の進出から始まりました。翌1979年（昭和54年）
に初めてアフリカ、タンザニアに進出して以来、今
年で33年目となり、この間アフリカのどこかの国で
常にプロジェクトを実施してきました。そのため最
近では、地勢的に日本から遠いアフリカが、当社に
とっては比較的身近な地域として捉えられてきて

給手続きを実施しています。

2.アフリカでの実績
　
　鴻池組がアフリカで実施した（実施中も含む）
案件数は、現在までで187件です。またその対象
国は23カ国にも上ります。具体的には、ウガンダ、
エチオピア、ケニア、コートジボワール、コモロ、ザン
ビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマ
リア、タンザニア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナ
ン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、
モーリタニア、モザンビーク、モロッコそしてリベリ
ア（五十音順、表記は外務省ホームページによる）
です。
　これらのプロジェクトは、日本の政府開発援助
（以下、ODA）による無償資金や有償資金を資金
源とする現地政府発注プロジェクトが主なものと
なっています。ODAによるプロジェクトは多岐に
わたっており、当社は学校、市場および病院などの
建物建設、道路、橋および水道施設などのインフラ
整備、そして灌漑用水路や穀物倉庫などの農業施
設整備を受注、実施しています（写真－1、写真－
2、写真－3および写真－4）。これらは、いずれもそ
の国の発展や国民生活の向上に寄与しており、震
災に見舞われた我が国に対して多くのアフリカ諸
国が心温まるメッセージやさまざまな支援を送って
くれたのも、アフリカに対してこのようなODAによ
る種々の施設を供与してきた日本に対する感謝の
表れと言ってもいいと思います。
　ODA以外のプロジェクトにつきましては、事務

います。現在アフリカには、ケニアの首都ナイロビと
タンザニアのかつての首都ダルエスサラーム（現在
はドドマ）に事務所を設置し、それぞれに日本人を
1名常駐させています。さらにダルエスサラームの
事務所には、日本の国立大学の工学博士号を持つ
タンザニア人を副所長として配置しています。
　なお、現在当社特別顧問である鴻池一季は、
1992年 (平成4年)からタンザニア政府より名誉領
事を受け賜っています。そのため当社の本社内に
は名誉領事館室があり、タンザニアの入国ビザ発

所を設置している2カ国とその周辺国を中心に、日
本国大使館・大使公邸の新築およびそれらの維
持管理、あるいは現地政府資金のプロジェクトを
実施しています。また最近では、アフリカへ進出し
た日系企業の発注の建物新築、改修実績も増えて
きました。
　なお、2011年6月現在、当社が実施しているプ
ロジェクトは以下のとおりです。

3.さまざまな経験
　
　当社がアフリカで工事を実施していく中で、さま
ざまな経験をしてきました。ここでは、それらにつ
いて少し触れてみます。

（1）技術の移転

　既にご説明したように、当社が最初にアフリカに
進出したのはタンザニアでした。進出から5年後、
稲作用の水田およびそれが必要とする水を供給す
る用水路を造るプロジェクトが開始されました。実

株式会社鴻池組 海外事業部 営業部

岩田 文吾
Bungo Iwata

鴻池組とアフリカVol.2

鴻池組KONOIKEGUMI

ア
フ
リ
カ

協
会
会
員
寄
稿

写真−1 小学校（マダガスカル）

写真−2 病院（モロッコ）

写真−3 道路（ウガンダ） 写真−4 灌漑施設（モザンビーク）

国名 プロジェクトの種類 場所

ケニア

ODAによる水道施設 カプサベット市

ODAによる水道施設 エンブ市

大使館維持管理 ナイロビ市

日系企業事務所新築 ナイロビ市

タンザニア

ODAによる道路改修 ダルエスサラーム市

大使館維持管理 ダルエスサラーム市

日系企業事務所改装 ダルエスサラーム市

ザンビア
ODAによる道路改修 ンドラ市、キトウェ市

日系企業工場新築 ルサカ市

表1 現在実施中のプロジェクト 

2011 AFRIC
A 

SU
M

M
ER N

o.2

10

20
11

 A
FR

IC
A 

SU
M

M
ER

 N
o.

2

11



うです。目標にされた社員
は強盗が襲撃した入り口
から離れた場所にいたた
め、すばやく避難して事な
きを得ました。しかし、比
較的近いところにいた副
プロジェクトマネジャーが
捕まり、左上腕部に被弾し
ました。命に別状はなかっ
たことが、不幸中の幸いで
した。強盗は、金銭だけで
なく車両も奪って逃走し、
未だ捕まっていないよう
です。
　依然としてアフリカで
は、紛争が起こっていま
す。また、治安が悪化している都市もあります。この
ような状況において、アフリカではプロジェクトを
安全にかつ計画どおりに進めていく能力が、他の
地域以上に必要となります。

（3）紙幣とプロジェクト

　ODAのプロジェクトでは、その国の象徴的なも
のを建設する場合があります。発展途上国におい
ては、それらを自国の紙幣の図柄にすることが少
なくありません。アフリカにおいてもそのような例
が多々見受けられ、当社が実施したプロジェクトも
紙幣に採用されました。
　写真－5は、マラウイの50クワッチャ札です。こ
れは独立40周年を記念して作られた記念紙幣で
す。写真の下が紙幣裏側になりますが、ここに小さ
くマンゴチ橋が描かれています（点線内）。実際の
マンゴチ橋は、マラウイ湖の最狭部にかかる220
ｍの橋で（写真－6）、隣国モザンビークのナカラ
港との流通強化を目的に2004年に完成しました。
現在日本は、ナカラ回廊と称するナカラ港～マン

ゴチ橋までの道路改修に援助しており、近い将来
にはマラウイの物価安定につながるものと推測さ
れます。

4.おわりに
　
　文中でも少し触れましたが、今回東日本を襲っ
た未曾有の災害による被害状況は、ITの発達に
より、アフリカの人々にもリアルタイムで伝わりまし
た。彼らにとってその映像はとても脅威に思えたよ
うです。特に津波が襲ってくる映像の影響は強く、
モザンビークの首都マプトの海岸線にある高級住
宅地では、あの震災以降、以前の７～８割の価格で
数多くの住宅が売りに出されているそうです。
　以前はその実距離と同じように遠かったアフリ
カと日本の関係は、最近になりお互いに身近なも
のになりつつあります。鴻池組はプロジェクトを通
じて、アフリカと日本の関係がより親密な関係とな
る一翼を担えるように、努めていきたいと考えてい
ます。

施された場所は、アフリカ最高峰キリマンジャロの
麓に広がるモシ市郊外です。当時タンザニアには
経験のある土木技術者は少なく、ましてや不自由な
地方で仕事をする土木技術者は見つけにくかった
ようです。同様にプロジェクトに必要な機械を操作
するオペレータや技能者と呼ばれる大工、鉄筋工
などを抱えて、当社のサブコントラクターとなってプ
ロジェクトを遂行できる建設会社もありませんでし
た。そこで、未熟な現地の技術者および技能者に
対し、当社の社員をはじめ日本から派遣された技
能者が教育、指導をしながらプロジェクトを遂行し
ました。このプロジェクト完成後も、引き続き同様
の形でタンザニアにおいてプロジェクトを重ねて
いったところ、やがて日本人の技術や技能を会得
した技術者や技能者が育ち始め、こうした人々を
抱えた建設会社ができてきました。これら建設会
社の中の１つは、今ではタンザニアで1、2を争う
建設会社となっています。

（2）紛争とのかかわり　
　1960年代に多くのサブサハラ・アフリカ諸国が
独立を果たした以降現在にいたるまで、アフリカの
どこかで紛争が起こっています。当社のプロジェク
トでも、紛争によって影響を受けたプロジェクトが
ありました。
　その中の１つにエチオピアでの水道施設プロ
ジェクトがあります。当時のエチオピアは、エリトリ
アとの国境線の確定をめぐって小競り合いが始ま
りかけた時期でしたが、プロジェクト開始には特
に問題はありませんでした。しかし、プロジェクト
開始後国境紛争が激化し、両国に難民が多く発生
しました。プロジェクトには資機材運搬用としてト
ラックを配備していましたが、軍がトラックを徴用
したため、資機材の運搬計画は大きな変更を余儀
なくされました。また、水道施設プロジェクトの根
幹となる水源を確保する井戸掘削機械も、戦地の
兵士用の飲料水確保という目的で徴用され、こち
らも掘削計画を変更せざるを得なくなりました。当
然のことながら、プロジェクトマネジャーは発注者
に対して抗議をしましたが、全く受け入れてもらえ
なかったということです。

　またスーダンでは、現在の大統領が起こした軍
事クーデターのときにハルツーム市内で下水道施
設プロジェクトを実施していました。無血クーデ
ターだったことからプロジェクト遂行には大きな問
題はなかったものの、当社社員やその家族が受け
た心労は計り知れません。続いて湾岸戦争が勃発
すると、イラク側に加担しているのではという推測
からスーダンに対するアメリカの制裁が始まりまし
た。それに対抗する形で、ハルツーム市内に反米デ
モが起こりだしたことから、欧米の民間企業およ
び大使館員が次 と々スーダンを離れ、当社社員と
その家族もプロジェクトを一時中断して近隣国へ
避難しました。その後ハルツーム市内は平静を取り
戻したので、社員のみがスーダンに戻り、プロジェ
クトを完了させました。
　これら2件のケースでは、人的な被害がなかっ
たことがもっとも幸いなことです。しかし、当社の
プロジェクトで人的な被害が出たケースがありまし
た。ただしこれは紛争に起因するものではなく、い
わゆる強盗団の襲撃によるものです。具体的な国
名の記述は控えますが、銃を持った6名の強盗に
よってある大規模プロジェクトの事務所が襲撃さ
れました。当日はプロジェクトで雇用していた現地
スタッフおよび作業員の給料日であり、かつ出納係
であった当社社員の名前を言いながら襲ってきた
ことから、内部事情に詳しい者が関連していたよ

鴻池組写真−5 50クワッチャ（マラウイ）

写真−6 マンゴチ橋（マラウイ）

KONOIKEGUMI
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　ヤマハ発動機のアフリカへのアプローチは、
1960 年代に遡ります。当時、船外機を担当してい
た営業マンが、市場としての可能性を求めてアフリ
カを訪れたのが最初でした。
　しかし彼がそこで目にしたのは、厳しい環境の
中で危険にさらされながら沿岸漁業に取り組んで
いる漁民の姿でした。そうしたことから、当社の中
に、船外機の普及のためにも彼らの生活向上に直
結する沿岸漁業の開発を進めなければという機運
が高まり、以来アフリカをはじめとする多くの開発
途上国の政府や国際機関と協力しつつ沿岸漁業
開発プロジェクトに携わってきました。

を組み漁村を回ります。
　漁師さんの年収分にも相当
する船外機は大切なもので、
彼らは盗難抑止のために船か
ら外し保管しています。このク
リニックでは、保管中の船外
機を漁村の中心部に持ち込ん
でもらい、技術者が整備方法
を伝えます。いつも子供たちも
集まってきて、さながら漁村の
イベントの様相となります。
　当社の船外機は昔から変わ
らないシンプルな構造なので、
地方のメカニックや漁師たちで
も整備し易いのが特徴です。
しかし内部パーツの手入れや
細かなところのチェックには、
指導・啓発活動も必要です。
ガーナでは隣国の海岸を転々
として2,000kmにわたり漁に
でますが、出先での船外機の
不具合は命の危険性に繋がり
ます。漁師さんたちからは、この

〈サービスクリニック〉のお陰
で、より遠くに漁に出掛けられるようになった、と評
判になりました。

〈エンデューロ〉の誕生

　船外機とは、もともと米国で1920 年代に、手漕
ぎの釣りボートの船尾に付ける手軽なエンジンとし
て誕生しました。当社は、モーターサイクル用のエ
ンジン技術を生かし1960 年に船外機第1号モデ
ル「P-7A」を発売しました。これは、レジャーと漁業
の両方に使え、燃料はガソリンとケロシン（灯油）
の切り替式でした。
　この「P-7A」は、その後の当社のマリン事業に繋
がる一歩となるものでしたが、後発メーカーだった
当社は漁業用としての船外機の可能性に着目して
いました。それで1970 年代に業務用の船外機の
生産を手がるようになり、アフリカをはじめ各国市

　そして今、例えばガーナを例にとると、当地の沿
岸漁業を支える船外機市場で圧倒的シェアを誇る
までに至りました。

ガーナでの〈サービスクリニック〉 
　
　当社がガーナをはじめ、アフリカ各地で船外機
を販売しているのは、<支援>や<寄付>といっ
た意味合いではありません。ビジネスとして船外機
を生産・販売するヤマハ発動機と、それを利用して
くださる現地の漁民の皆さんとの間の〈ビジネス〉
関係を基本に考えています。

　水揚げを伸ばせば漁
師さんも漁村の方々も利
益が生まれ生活が潤いま
す。それが「Win-Win」の
関係を生みます。そして
船外機を販売したらそれ
で終わりではなく、末永く
使っていただくことに最
も注力しています。その
支援として、当社のサー
ビススタッフが各地の漁
村を巡回する〈サービス
クリニック〉を定期的に
行っています。ガーナ沿岸
部には200 近くの漁村が
ありますが、年間で予定

場に根付き始めた1974 年に〈エンデューロ〉の名
で船外機の販売をはじめました。

漁法の啓発活動

　その頃、開発途上国の政府関係者からは、こん
な声がよく聞かれたものでした。“我が国は豊富な
海の幸が眠っているが、それを経済に活用出来な
いのが残念”というのです。即ち、近海には魚はた
くさん泳いでいるのに、漁法が旧態依然だというわ
けです。また、そもそも魚を食べる習慣がない国や
地域もありました。
　そうした背景から当社では、1970 年代半ばか
ら、漁法についての情報伝達を始めました。漁業
というビジネスを支援し、開発途上国の人々に豊
かな生活を提供しようという当社の姿勢の表現で
した。

ヤマハ発動機株式会社 執行役員 海外市場開拓事業部長

後安 孝彦
Takahiko Goan

アフリカ漁業振興、50年の歩みVol.3

ヤマハ発動機

フィッシャリージャーナル

ア
フ
リ
カ

協
会
会
員
寄
稿

サービスクリニックに持ち込まれた船外機
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　過酷な用途が多く、時
には砂浜で修理をするこ
ともあり、砂やゴミが入り
やすい環境であるところ
で使われます。そこでは
不具合 が 発生したとき
の修理の容易さがキーと
なります。修理が必要な
ときに、限られた条件の
中で、いかに性能を復元
できるような設計とする
か・・・これこそヤマハ
発動機の生命線と考えて
いるのです。

船の文化を
継承すること

　船外機は、もともと船尾付けを前提に開発した
ものですが、世界中にはいろいろな船のデザイン

（形）があります。各大陸の気候風土から生まれた
デザインは、そこに歴史と文化、つまり意味がある
のでしょう。アフリカ西部・中部沿岸やインド洋沿
岸あたりでは、船尾と舳先（へさき）が跳ね上がっ
た船も多く見られます。
　こうした地域では船腹の脇に船外機を装着し
て走っています。すると重みで船が転覆しそうにな
り、船外機が海のうねりに水没する問題が出たこ
ともありました。
　苦情を聞いた当社の技術スタッフが現地に飛
び、対応を検討、船腹の脇に付けた船外機の前方
にスタビライザー（波きり板）をつけ、水没を防ぐ方
法を考案し、漁師さんたちに教えて回りました。す
るととても運転しやすくなったと感激してくれるこ
ともあったといいます。
　しかし、これは現地に出向いた社員の思いつき
ではありません。裏付けがあります。当社では船の
艇体を取り扱う事業部があり、世界各地の船の形

状を模型で再現して実験できる大きなプールのよ
うな設備があります。そこで走行実験を行い、各国
の船のカタチと船外機とのマッチングを確認しな
がら船外機を開発しています。世界の様々な〈漁船
のデザイン＆文化〉を守っていく姿勢も、我々のビ
ジネスで忘れてはならないことだと考えているの
です。そこに本当の漁業振興があると思います。

ハードルの高さはビジネスチャンス

　船外機を契機にアフリカへのアプローチを開始
した当社ですが、今では、ほかに政府・警察・個
人向けのオートバイ導入、農業用ポンプ、業務用発
電機など様々な製品を導入しています。これらビジ
ネスの原点は、何よりも直接現場に出向き、問題に
向き合うこと、即ち製品を届けるだけでなく、ソフト
提供を通じて、産業発展に如何に貢献できるかで
しょう。今後こうした新しい環境づくりのハードル
は、また高くそびえることもあるでしょうが、ハード
ルの高さはビジネスチャンス。今後もアフリカに積
極的にアプローチしてまいります。ヤマハ発動機の
企業理念〈挑戦〉のこころを胸に。

　日本の沿岸漁業の実際を現地取材し、様々な漁
法、網の構造、網の掛け方から潮の特性まで、図
解と写真で紹介しました。日本の漁師さんの説明
や談話も織り込んだこの冊子は、名づけて「フィッ
シャリージャーナル」というタブロイド版でした。
　ここでは魚の料理法や保存法も紹介。世界に広
がる沿海は、潮の流れも魚種も、船の形も漁法も異
なります。とはいっても、海は海、漁は漁。日本海と
太平洋沿岸、瀬戸内での漁法の事例は、開発途上
国での問題解決や大漁へのヒントに繋がったと広
く反響がありました。
　文字の読めない方の多い地域には、この内容を
簡単に書きなおし、漫画で紹介。途上国向けに「漁
法」や「漁の調理方法」を説いた発行物は、当時は
殆どなかったこともあり重宝され、漁民や政府関
係者との信頼関係に繋がったと思っています。こう
した活動を当社は、1990 年代半ばまで続けてき
ました。

〈エンデューロ〉を専用設計

 「エンデューロ」の名で発売した漁業用船外機でし
たが、当初は業務用とレジャー用で、設計上の区別
はあまり重視していませんでした。しかし漁業用と
レジャー用では、使われ方が違うわけです。使用時

間も桁違いです。ちなみに漁業用は高負荷かつ長
時間の用途が多く、年間運転は1,000 時間～ 3,000
時間にも及ぶのです。
　また冷却水も高い壁でした。船外機は海水（ま
たは淡水）をインペラーと呼ぶ弁でエンジン内に導
入してエンジンを冷やしていますが、アフリカやア
マゾン地域でそのまま使うと泥水が多いところも
多く、インペラーが傷み冷却できない問題も発生、
対策も必要となりました。
　硫黄分の多い低質ガソリンしか入手できない
地域もあり、ピストンの腐食を防ぐ対策も必須で
した。さらに、漁の前と後では船の積載量も変化
するので、それに対応できるエンジンの特性も求
められました。そこで1983 年以降は漁業用とレ
ジャー用、それぞれの設計の考え方を変えていっ
たのです。
　エンデューロの場合は、新製品をリリースする際
も基本設計を変えないこと、また不具合が起きた
とき、限られた条件の中で基本性能を復元しやす
い設計とすること・・・こうした点に照準を定めま
した。
　エンデューロのラインナップ（主力は15馬力と
40馬力）は年々進化させてきましたが、基本設計を
変えないのが当社の設計思想。使用地域に適合し
た防水、防錆、ベアリング強度アップ、カウル形状

や構造など、外からは分
からないところで熟成さ
せていますが、基本は同
じなのです。
　開発途上国の漁師さ
んは、船外機を一度買っ
たら10 年は使う。何 度
故障しても、そのたびに
直して使います。もし完
全に壊れても、使える部
品は ｢スペアパーツ｣とし
て保存しています。だか
ら新製品を設計すると
きは、旧モデルとの部品
の互換性を徹底的に配
慮しています。 ヤマハ発動機豊漁にわくガーナの漁港

ガーナのビーチに陸揚げされた漁船群
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　東日本大震災が起きてから世界中が日本を支援
していますが、私の承知しているところでは、アフリ
カの地からのメッセージは日本のマスコミではほと
んど伝えられていないのが現状です。アフリカ、特
に私の任地であるガボンからも、大きな励ましの
気持ちが届けられていることを是非、お伝えしたい
と思います。
　まず、地震発生の翌日には世界中でも最も早い
ほうだったと思いますが、ガボンのボンゴ大統領か
ら日本国民の皆さんに心からのお見舞いと、義援
金100万ドルを送る旨のメッセージが届きました。
正直に言ってほんとうに心強い支援であります。
　その後、総理からのメッセージを携え、お礼を述
べるためにボンゴ大統領とお会いした際には、「日
本がこの試練を乗り越えることを信じております。
日本はガボンの良きパートナであり、ガボンは常に
日本を支援します」と述べられ、さらに震災地の岩
手出身の私に対して、ご家族は如何でしたかと細
やかなお気遣いまでいただき、大統領からの善意
に感動しました。
　この会談後に待ち受けた国営TVとのインタ
ビューで私は、「国境を越えたガボンの皆さんから
頂いた連帯の気持ちは大きな励ましとなり、決して
忘れません。日本は必ず復興します。」と述べ、強い
絆で結ばれたことを実感したとガボンの人々に誠
意を伝えました。

達に必ず伝えます、と溢れる涙をこらえ、心から感
謝の気持ちを伝えました。
　さらに地震発生後、ガボン柔道連盟が、これま
でガボン柔道を指導してきた高橋富士男先生が仙
台におられるとして安否を尋ねてきました。直ちに
連絡がとれ、ご健在であることがわかりました。皆

　また、ボンゴ大統領はその後も我が国の状況に
ついて心を痛められており、5月に同大統領主催
の会議でお会いした際にも、私のところにおいで
いただき、「その後如何ですか」と尋ねられたので、
「日本政府と国民が一致団結し、日々、一日も早い
復興に向けてまい進しております。」とお答えしまし
た。「それは何よりも良かった。日本の復興を強く
望んでいます」と、安堵されたのが今でも強く印象
に残っています。
　さらに大地震発生数日後には、我が国が草の根
無償資金で増設校舎の建設に協力したジャン・ガ
ブリエル小学校の生徒57名からの激励のメッセー
ジが絵とともに届きました。生徒一人一人の美しい
日本というタイトル入りで、日章旗の下に色とりどり
の花を自由に描いたものや、「あなた方には、私達
がついていますよ」、「ガボンはいつも日本と一緒
ですよ」、「日本が好きで、憧れています。そのような
日本は必ず立ち上がると信じています」と、激励の
一言が紙いっぱいに書かれたものや、「未来をつく
る、みんなでつくる、未来を開く、みんなで開く」と、
日本への思いを詩に託したものなど、善意が身に
沁みた次第です。
　数日後、私はこの小学校での式典に参加しまし
た。児童からのメッセージをファイルに入れて持参
し、メッセージを寄せた子供達一人一人と対面し、
握手し、あなたたちの温まる気持ちを日本の子供

がこぞって安堵したことは言うまでもありません。
　4月、当館が保管していた日本柔道ミッションか
ら預かった柔道着を寄贈しました。冒頭、参加者全
員が黙祷した後、柔道連盟会長が、「このような大
変困難な時でも、高橋先生はじめ日本の皆さんが
ガボンのことを考えていてくれて、ほんとうに心か

在ガボン共和国日本国大使館
特命全権大使

加藤 基
His Excellency Mr. Motoi Kato

東日本大震災とガボン
〜絆と連帯を再確認〜

>>>ガボン共和国通信

在 ア フ リ カ公 館 便 り from Gabon

ジャン・ガブリエル小学校の生徒の激励メッセージ

（仮訳）

世界のゆめ

世界のゆめ
みんなでつくるより良い世界
世界のゆめ
新しい世界

生を愛し
みんなで愛し
生をささげ
みんなでささげ
生を選び
みんなで選び
より良い世界のために、生を愛し、いつも生をささげる

未来をつくる
みんなでつくる
未来を開く
みんなで開く
花咲くように
みんなで栄える
新しい世界のために、いつも手を広げて、未来をつくる

日本の友達へおくやみをこめて

2011年3月18日金よう日

ガボン共和国リーブルビル市
ジャン・ガブリエル小学校　5年A組

マルティネス・ドリヴェイラ・ジェーヌ・カール
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強い気持ちと強い共感の念を持って胸にジーンと
響くものがあります。日々、アフリカの第一線にて外
交にタッチしている一人として、どれほど心温まる励
ましを頂いたことか。これに対し、感謝の気持ちを
しっかりと伝えていくことの重要さも痛感しました。
　岩手の奥州市衣川に生まれ、同地で不屈不倒の

精神を学んだ者として、国際的な支援に答えたい
との気持ちで一杯です。魅力ある日本が、必ず復興
し、国際社会、特にこれまで希薄であったアフリカ
との絆と連帯の気持ちを強くしていただけるもの
と信じております。

〔本稿は、筆者の個人的な見解に基づくものです。〕

ら感謝します。来るアフリカ柔道大会では、日本の
柔道から学んだ精神とこのような善意による柔道
着を身につけて、力を十分発揮します。」と挨拶しま
した。こちら側も大きな元気をもらいました。
　このほかにも、多くの方々が大使館においでい
ただき弔意の記帳をしてくださいました。この弔意
を示された方々の中には、首都リーブルビルから
250km離れた内陸部にあるランバレネからはるば
る来られた方もいました。同地には献身的な医療
活動を行いノーベル賞を受賞したシュバイツァー
博士が築いた病院があります。もちろん、今でも国
際的な医療活動を続けております。この病院の責
任者である方が遠路はるばる大使館を訪れ、「日本
の未曾有の大震災により命を失われた多くの方々
に対し、心からお悔やみ申し上げますと共に、負傷
者と被災者の皆さんにお見舞いの気持ちを申し上
げます」と記帳されました。また、シュバイツァー博
士と一緒に献身的な御功績のあった高橋功博士
のことも記憶に新しく、日本からの支援はガボン、
特にランバレネでは神話的なものですと話されま
した。さらには、シュバイツァー国際基金のホーム
ページにも日本国民へのお見舞いのメッセージが
掲載されております。
　市民やガボン在住の世界各国の人々から励まし
の手紙をいただき、教会での追悼ミサも行われま
した。また、特別メニューを企画したレストランから

売上金を連帯の気持ちであるとして送付いただく
など多方面から心のこもった義援金が寄せられて
います。その中には、「このような大震災にもかかわ
らず、みんなが助け合っている日本の姿に感動とと
もに日本の素晴らしさを垣間みた」と率直な気持
ちを寄せておられます。
　その後も、お預かりした義援金はすべて日本赤
十字社を通じ、被災地に届けるとともに、すべての
方に対して、この善意を大切にし、心から感謝の気
持ちと強い絆を感じていると、直ちに誠意をしたた
めて御返事しました。
　さらに5月11日、草の根無償の現場に立ちまし
た。ガボンでの初めてのネリカ米の倉庫を建設し、
その竣工式に臨みました。10日前の5月1日、松
本外務大臣はダカールでの第3回TICAD閣僚級
フォローアップ会合で、大震災への国際的な連帯
に対し感謝されるとともに、我が国がTICADⅣで
公約したアフリカへの協力を引き続き積極的に推
進することを強調しました。私は早速、このスピー
チを引用させていただき、大震災にもかかわらず、
本日の草の根での農業に対する協力はガボンに対
する絶えざる支援の証であると、挨拶しました。
　ガボン側を代表し、ンドン・シマ農業大臣は「こ
のような大変な時でも日本はガボンに援助してい
ただいている。そして、日本では、困難に打ち勝つ
ために額に汗水かいてみんなが努力しておられ
る。それに比べれば、アフリカ、ガボンの努力は比
較にならない。ましてや、ガボンにおられる農業専
門家やJOCV隊員の皆さんは、本来であれば直ち
に帰国し、郷里の復興に携わらなければならない
ところ、ガボンにとどまり協力していただいてい
る。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。このよう
な観点からも、日本を見習わなければならないと考
えています。」と、最大限の賛辞でお礼を述べられ
ました。
　これまで支援してきた側が、大変な支援を受け
取ったと感じた次第です。しかも、我が国を思いやる

>>>ガボン共和国通信

在 ア フ リ カ公 館 便 り from Gabon

圃場見学

柔道着贈呈式

ネリカ米倉庫引渡式

ユニオン紙記事

スピーチ 式典参加者
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1.10年ぶりの大統領選挙と二人の大統領
　
　2010 年10月31日と11月28日に行われた大統
領選挙は、何度も延期になったものの、2000 年
以来10 年ぶりに実施されるものであり、2002年
以来の北部と南部に国内を二分する紛争の収斂
を刻印する筈のものであった。第一回投票は、国
際的な選挙監視の下で、武力衝突もなく平和裏
に実施された。現職のバグボ、元大統領ベディエ

（25.24％）、元首相ウワタラが立候補したが、バグ
ボ（38.3％）とウワタラ（32.08％）が第二回決選投
票に進むという選挙結果も紛糾することなく承諾
された。バグボ陣営は、「目の前には誰もいない」と
いう絶対の自信で選挙運動に臨んでいただけに、
落胆の色は隠せなかった。ウワタラ率いるRDRと
ベディエ率いるPDCIの協定で、第二回投票では
PDCIが全面的にウワタラを支持することが決まっ
ていた。実際に、ベディエは、自身の支持者に対し
て、第二回投票の際にはウワタラ候補に投票するよ
う呼びかけた。バグボは、この同盟を「本質にもと
る」と糾弾した。
　しかし、第二回決選投票後に結果を巡って紛糾
する。12月2日、独立選挙管理委員会は、11月28
日に実施された第二回投票で、ウワタラが54.1％
の得票率で過半数を獲得し、45.9％のバグボを下
し、勝利者であると暫定結果を発表した。これに
対して、3日、憲法評議会は、選挙管理委員長の発
表が投票後3日以内と規定される期限を過ぎたこ
とを理由に独立選挙委員会の発表を無効とした。
更に、バグボ側の異議申し立てを検討した結果、重
大な不正行為が認められた北部地方の複数の県
の開票結果を無効と判断し、ウワタラの得票にも
不正があったとして、60万票を無効にし、結果バ
グボ現大統領の当選を発表（バグボ51.45％，ウワ

ビアとガーナは、軍事オプションに反対し、話し合
いによる平和的解決を主張した。ガンビアの様に
ウワタラ政権を承認しないアフリカ諸国も現れた。
アンゴラと南アフリカは、バグボの行動に一定の理
解を示す対応を取り続けた。特に、アンゴラのドス・
サントス大統領にとっては、嘗てUNITAを支援し
たボワニの政敵であったバグボは重要な友人でも
あった。

　
　AUは、当初ウワタラの承認に躊躇したが、承認
した後は、直ぐにコートジボワールの加盟国資格を
停止し、暫定統一政府の構築を視野に入れてムベ
キ元南アフリカ大統領を仲介役として直ぐに派遣
したが、失敗する。その後、ECOWASと共同戦線
を取り、オディンガ・ケニア首相を軸とする共同ミッ
ション（オディンガ、コロマ・シエラレオーネ大統領、
ピレス・カーポ・ヴェルデ大統領、ボニ・ヤイ・ベ
ナン大統領）を派遣したが、これも失敗に終わる。
AUは、1月30 〜 31日のAU首脳会議において、
今次危機を打開するためのアフリカ諸国の五カ国
の首脳（コンパオレ・ブルキナ・ファソ大統領、ズ
マ南アフリカ大統領、デビー・チャド大統領、キ
クウェテ・タンザニア大統領、アブデラジズ・モー
リタニア大統領）によるハイレベル専門家委員会

（パネル）を設置し、パワー・シェアリングを視野に
入れた交渉と話し合いによる解決策を模索した。
AUの交渉自体は難航し、またも失敗に終わる。
　しかし、このAUの方針の決定は、恐らくバグボ
側とウワタラ側の双方の陣営に心理的な影響を与
えたと考えられる。当初より、ケニアやジンバブエと
同様の解決策を狙っていたバグボに一定の時間的
猶予を与え、こう着状態が長期化すれば、展開はよ
り有利になると考えせしめた。
　他方でウワタラ側も、国連やECOWASが軍事
オプションを仄めかしながらも、AUが消極的で
あれば、現状が長期化する可能性もあり、何れは
武力による「政権奪取」も検討しなければならな

タラ48.54％）した。
　潘基文国連SG、チョイSRSG（ONUCI代表）、
サルコジ・フランス大統領、オバマ米国大統領、
EU、ECOWASも異口同音に独立選挙管理委員
会の発表を支持して、ウワタラを新大統領として承
認した。国際社会はバグボに対して即時退陣を促
したが、バグボは拒否し、コートジボワールは、選
挙結果公表後に二人の大統領が就任するという
異常事態に突入した。
　この選挙結果は、10 年近く続いたコートジボ
ワール紛争を収束し、民主主義の定着を示し、歴
史的に記録されるべきものであった。ウワタラを大
統領選挙から排除するための「イヴォワリテ」とい
う概念 1を考案し、推進した人々が大挙としてウワ
タラに投票したからである。「イスラム教徒の外国
人移民の住む北部」と「キリスト教徒の南部」とい
う紋切り型の対立に終止符を打つことに繋がるか
らであった。

　
　しかしながら、バグボはこの選挙結果を無効と
し、潔く負けを認めることを拒否した。選挙で敗れ
ても、権力の座に居座る為の戦いを仕掛けた。バグ
ボは、2000 年に大統領に就任以来、選挙を行う
ことなく、10 年以上も現職として君臨していただ
けに、既存の制度や組織を巧みに使うノウハウを
熟知していた。バグボは、憲法を援用しつつ、外交
力を駆使し、国際社会を撹乱した。憲法の条項の
遵守を盾に、国際社会に対して、内政干渉と激しく
非難し、支持者を集め、抵抗し、遂には、当初は共
同歩調をとっていたアフリカ諸国を分断することに
も成功した。事実、ナイジェリアやECOWASは、軍
事的な解決策を支持したが、ウガンダ、アンゴラ、
南アフリカ、赤道ギニア、ECOWAS加盟国のガン

いと考えるに至ったと想像される。
　3月7日にバグボが、輸出用のカカオの政府全
面買い付けを発表する。3月10日にAUが正式
にウワタラの当選を再確認し、バグボへの早期退
陣を改めて求めた。バグボは拒否し、次第に軍事
的にも戦車などの重兵器を使用し、過激化してい
く。この時期より、ウワタラ側も攻撃の準備を急
いだとされ 2、旧反政府軍であったウワタラ側の
Forces Nouvellesを 再 編 成 し、FRCI（Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire :コートジボワー
ル共和国軍）を創設する。
　ウワタラ側の軍事作戦の準備と指揮を執った
のはソロ首相兼国防相であった。ソロは、固より
Forces Nouvellesのリーダーであり、2002年の
際の蜂起を指導した経験を有している。準備不足
で、即興的で且つ単発的であった2002年の蜂起
の轍は踏まじと、今回は必要な装備を提供するな
ど、入念なる準備を行っていた。3月初めに、リベ
リアとの国境近くの西部のトゥレプールを奪取し、
21日にはブロレカンを抑えるのに成功した。最終目
的地である南部を抑えるために、予め最西部を制
圧する必要性があったからであった。

　ウワタラ側の大攻勢は3月28日から始まり、
西部、中部、東部と全国規模でバグボ側のFDS

（Forces de Défense et de Sécurité：国防安全
保障軍）との間で全面衝突に突入した。30日には、
FRCIはヤムスクロに入城し、バグボの生地ガニョ
アも奪取した。31日には、貿易上の重要拠点であ
るサンペドロが FRCIの手に落ちた。一方、30日に、
国連安保理はフランスとナイジェリアによって提出
された決議案を国連安保理決議1975として採択
し、全会一致でバグボの即時退陣を求め、更にバ
グボ側の重兵器の使用を防ぎ、一般市民を保護す
るために、必要なあらゆる手段を講じることを可能
ならしめるマンデートをONUCIに与えた。
　4月1日以降、戦闘はアビジャンのココディ地区

コートジボワール情勢（続報）

早稲田大学 国際教養学部 
教授

片岡 貞治03

2．バグボの戦い

3.AUの対応と軍事衝突

4.ウワタラ派の大攻勢とバグボの拘束
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の大統領公邸やRTI、プラト地区の大統領府など
を中心に繰り広げられた。FRCIが大攻勢を仕掛
けるが、バグボ軍も重兵器を駆使して抵抗する。
4月3日、ウワタラはサルコジ大統領に、コートジ
ボワールに展開している一角獣作戦（Operation 
Licorne）の仏軍の支援を要請するが、サルコジは、
国連に直接要請するよう促した。国連からの正式
要請を受け、フランスは4月4日より国連安保理決
議1975に基づき、一般市民の保護を目的に軍事
介入に踏み切る。仏軍とONUCIの戦闘ヘリによる
爆撃で、バグボ軍の重兵器は破壊された。4月11
日、仏軍の助けもあり、FRCIはバグボ夫妻を逮捕・
拘束した。4か月に亘る大統領選挙後の国内紛争
は、前大統領夫妻の逮捕という衝撃的な幕切れで
収斂した。
　この紛争は、結果的に甚大な物質的且つ人的被
害を齎した。3000人以上が命を落とし、100万人
以上の難民及び国内避難民を流出した。バグボ側
の軍が、多くの人権蹂躙を行ったと非難される一方
で、FRCIの一部も、西部戦線で虐殺を行った嫌
疑がかけられている。両陣営の対立の残した傷跡
は深い。
　バグボは、生まれながらの闘士であり、生涯闘い
の連続であった。「建国の父」ウフエット・ボワニに
対して、亡命中のフランスの官憲に対して、PDCI
とベディエ、シラク、フランス、ゲイ、ウワタラ、テイ
ラー、ワド、コンパオレ、ボンゴ、オバサンジョらに対
して闘いを挑んできた。しかし、最後の民主主義と
の戦いに敗れた。バグボは、潔く負けを認めれば、
民主主義の父として語り継がれる歴史的な偉人と
成り得たのにもかかわらず。

　
　ベディエ、バグボ、ウワタラのそれぞれが、建国
の父ウフエット・ボワニの後継を自認して、後継者
争いをこれまで繰り広げてきた。ベディエとバグボ
が夫々順番に排除してきたウワタラが最終的な勝
利者となったのは、歴史の皮肉であろう。ウワタラ

が「建国の父」の真の後継者、コートジボワールの
真の民主的なリーダーとなれるかは、今後の政策
次第である。
　5月6日に正式に発足し、5月21日に就任式を
行ったウワタラ政権の前途は多難である。10 年間
の政治的不安定で、国の政治経済機能は麻痺して
いる。国民の半分近くは、バグボに投票したという
事実があり、彼らの中には、ウワタラを依然として
コートジボワール人と認めない者やウワタラがフラ
ンスと国連の力を借りて権力の座に就いた大統領
と揶揄する者もいる。また、バグボを西欧諸国の新
植民地主義の犠牲者になったパトリス・ルムンバ
に擬える若者たちもいる。アフリカ大陸内でも、選
挙で選ばれたが、外部の武装勢力の助けによって
就任した大統領とのレッテルを貼られている。しか
し、フランスを始めとした国際社会はウワタラ政権
に対して極めて協力的である。21日の就任式には
サルコジ大統領が出席し、「フランスの新たなコミッ
トメント」と述べ、経済協力の再開や軍事プレゼン
スの維持などを発表している。
　今後の最大のカギは、如何に国民和解を推し進
めていくかにある。ウワタラ政権には、バグボ側の
FPIからは一人として入閣していない。国民和解
の枠組みで、軍や警察を始めとした治安部門の改
革にも早急に取り組んで行かなければならない。
また、インピュニティの問題にも然るべく対処しな
ければならない。南アフリカのTRCに範を取った

「対話と真実究明及び和解委員会」を発足させ、委
員長にはバニ元首相を任命した。この委員会のマ
ンデートもまだ明確ではないが、暴力の連鎖を断
ち切るために大胆な政策を打ち出していかなけれ
ばならないであろう。ウワタラ大統領の政治手腕
が試されるところである。

03

1 歴史学者であるジャン・ノエル・ルク大統領府官房長（ベディ
エ大統領時代）が、「イヴォワリテ」の発案者兼理論家であった。
1995 年の大統領選挙の直前に、大統領選挙の被選挙権の規
定として打ち出された。
2 Jeune Afrique, NO 2629, 29 mai-04 juin, 2011.

5.ウワタラ政権の発足と今後の課題

2010年11月28日 大統領選挙第二回決選投票。

2010年12月2日 独立選挙委員会54.1%の得票でウワタラ候補の勝利を発表。

2010年12月3日
憲法評議会51.45%の得票でバグボ候補が勝利と発表。バン国連SG及び
チョイ国連SRSGはウワタラの勝利を確認。

2010年12月4日
バグボ大統領宣誓式。ウワタラも大統領宣誓。ソロを首相に任命。フランス、
米国、EUはバグボに退陣要求。

2010年12月5日 AUは調停者として、ムベキ元南アフリカ大統領を派遣。

2010年12月7日 ECOWASはコートジボワールの加盟資格を停止。バグボに権力の奉還を要請。

2010年12月9日 AUもコートジボワールの加盟資格を停止。

2010年12月18日 バグボがONUCI及びLicorne作戦の仏軍の撤退を要求。

2010年12月24日 ECOWASはバグボを退陣させるための軍事介入の可能性を警告する。

2011年1月30 〜 31日
AU首脳会議において、事態収拾のための、五カ国の大統領によって構成される

「ハイレベル専門家委員会」の設置が決定。

2011年2月17日 バグボがフランス系銀行の系列銀行の国有化を発表。

2011年3月7日
バグボは、カカオ豆やコーヒー豆の輸出の政府統制を発表。一方、ウワタラは、
輸出禁止措置を継続すると発表。

2011年3月10日 AUは正式にウワタラの当選を再確認。

2011年3月28日 ウワタラ派の武装勢力（FRCI）が、西部と東部で大攻勢を仕掛ける。

2011年4月11日 バグボ夫妻が、ウワタラ派の武装勢力（FRCI）に、拘束・逮捕される。

2011年5月21日 ウワタラ大統領就任式が行われる。20人以上の国家元首が列席する。

2011 AFRIC
A 

SU
M

M
ER N

o.2

24

20
11

 A
FR

IC
A 

SU
M

M
ER

 N
o.

2

25



AFRICAN TOPICS

2011年1月9日、住民投票の開始

　2011年1月9日、南部スーダンが分離独立する
か統一スーダンの枠内にとどまるかを決定する住
民投票（referendum）が開始された。私は、日本
政府が派遣した南部スーダン住民投票監視団の
一員として南部の首都ジュバに滞在しており、こ
の歴史的瞬間に立ち会う機会を得た。南部スーダ
ン各地に設置された2,623か所の投票所、北部の
165か所の投票所、および国外在住の南部スーダ
ン人用にケニア、ウガンダ、イギリス、オーストラリア、
アメリカなど8か国に設置された投票所で、総数

め特殊インクの壺に右人差し指を浸
して一連の投票行為は終了する【写
真1】。
　投票開始の段階で、大学構内には
すでに300名ほどの有権者が長蛇の
列をなしており、時間とともに列は長
くなった【写真2】。私は、夕方6時ま
でに全員が投票できるのかどうか心
配になり、初日の午前中三つの投票所
で有権者一人あたりの所要時間を計
測してみた。約30名の平均は、1分半
であった。一時間あたり40名、一日あ
たり400名になる。このペースだと、並
んでいる全員が定刻までに投票でき
ないだけでなく、1週間の投票期間
内に全員が投票できない危険があっ
た。ジュバ市内には登録有権者が
3,000名を超える投票所がいくつか
あったし、最大のものは4,000名ちか
かった。
　初日の夕方には、私の心配は杞憂
であったことが判明した。午後になる
と、どの投票所でもペースは大幅に
アップした。監視団員の報告による
と、多いところでは900名以上、少な
いところでも600名ちかくが初日に投票を終えた。
これは、投票所スタッフの創意工夫と努力の賜物で
あった。とくに初日と二日目は、スタッフは休憩時間
も取らず昼食抜きで献身的に職務を果たしていた。
　約15万人の有権者を抱え、34か所の投票セン
ターと52か所の投票所が設置されたジュバ市内
では、初日の投票はきわめて整然と、たいした混乱
もなく実施された。これはスーダンのような何事も
計画どおりには進行しない、しかも22年間の内戦

3,932,588名の登録有権者を対象にした住民投票
が開始されたのだった。
　この日はジュバ市内の投票センターを巡回して
監視業務を行なったが、午前8時の開始の時点で
は、ジュバ大学の構内に設置された投票センター
に居た。このセンターに登録された有権者は5,973
名であった。センターになった広い理科実験室に
は二つの投票所が設けられていた。各投票所には
基本的に6名のスタッフが配置されている。「制服」
である黄色いビニール製のチョッキを身にまとい、
白い野球帽をかぶっている。ジュバ大学の投票セ
ンターには、国内・国際監視員と国内外のジャーナ

リストが詰めかけ、投票は定刻よりわ
ずかに遅れて、午前8時3分に開始さ
れた。最初に入室したのは、黒っぽい
スーツとネクタイで正装した中年男性
だった。多数のフラッシュが一斉にた
かれた。まず入口でスタッフの一人が
有権者登録カードと台帳を照合し、
問題がなければ投票用紙を手渡して
説明する。有権者は段ボールででき
た記入台で、分離か統一のどちらか
に右人差し指の指紋を捺す。それか
ら投票用紙をプラスチック製の投票
箱に入れ、最後に二重投票防止のた

をへた国では驚くべき事実であった。各投票所の
条件は良好とはいえなかった。ジュバ市内でも、
ジュバ大学のように、ちゃんとした建物──コンク
リートか石の壁、コンクリートの床、窓とドア、それ
に加えて電気もある──が投票所になっている
のはむしろ例外であり、トタン屋根だけの掘っ立
て小屋や仮設テントのところが普通である。単に
「木の下」に設置された投票所も多かった【写真
3】。投票所スタッフに対する給与は未払いのまま

大阪大学大学院 人間科学研究科 教授
大阪大学グローバルコラボレーションセンター センター長

栗本 英世
Eisei Kurimoto

南部スーダン住民投票
─スーダン現代史の歴史的転換点に立ち会って

【写真1】投票する女性。背後に立っているのは投票所スタッフ。
	 ジュバ大学の投票所、2011年1月9日。「撮影：栗本英世、以下の写真も同様」

【写真2】有権者の列。ジュバ大学構内、2011年1月9日朝。

【写真3】「木の下」の投票所。ジュバ市内。
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集団単位のダンスチームの歌と踊
りが披露され、一日中お祭りのよう
であった【写真4】。
　祝祭の雰囲気は、住民投票の開
始前から町中をおおっていた。各団
体によるキャンペーンは、分離独立
を支持する目的のもので、車を連ね
たパレードには、多数の若者たち
が参加しており、子どもたちは歓声
をあげて車のあとを追いかけてい
た。分離独立のシンボルは、「右手」
であった。読み書きのできない人が
多数を占める南部スーダンでは、選
挙にはシンボルマークを使用する。
住民投票の場合は、統一は固く握手した二つの
手、分離は、手のひらをこちらに向けた右手で表さ
れていた。人びとは、これは北部スーダンに対する
「サヨウナラ」の意味であるとみなし、自由や正義と
結びつけていた【写真4、5】。
　住民投票開始の時点で、いやそのずっと以前か
ら、圧倒的多数が分離に賛成することは、南部スー
ダン人にとって自明だったのである。
　私は、1978年に東エクアトリア州でパリという
民族集団の人類学的調査を開始して以来、内戦中
も一貫して現在に至るまで、人びとの有為転変に寄
り添いつつ南部スーダンとのかかわりを続けてき
た。人びとが支払った代償の大きさを考えると、南
部スーダン人が歴史上はじめて自らの運命を自分
の意志で決定する瞬間に立ち会えたことには、深
い感慨があった。

日本政府派遣の住民投票監視団

　2010年12月10日の閣議において、内閣府国際

平和協力本部に「スーダン住民投票監視国際平
和協力隊」（通称南部住民投票監視団）を設置す
ることが決定された。これに基づき、前スーダン共
和国駐箚日本国大使である石井祐一を団長とする
15名の監視団が任命された。このうち3名は首都
ハルツームで監視業務に従事したが、残りの12名
は、南部の首都ジュバが位置する中央エクアトリア
州ジュバ郡で業務を行なった。先遣隊は12月24日
に、私を含む本隊は1月1日にジュバに到着し、19
日まで活動を継続した。
　この監視団は、包括的和平合意（CPA）が調印
された2005年以降、日本政府が継続して実施して
きた戦後復興と平和構築支援の一環であった。住
民投票実施にかかわる国際的支援は、主として国
連開発計画（UNDP）のバスケットファンドを通じ
て行われた。要請総額6,946万ドルのうち、日本政
府は817万ドルを拠出している。このほか国連スー
ダン派遣団（UNMIS、平和維持部隊）は組織的
で大規模な支援を実施し、アメリカ政府も別個に
5,000万ドルを拠出した。

であり、机や椅子は自前で調達しなければならな
かった。
　そもそも、住民投票がはたして予定どおり実施さ
れるのかどうか、直前まで不明確であった。有権者
登録が終了したのは投票開始予定日のわずか一
か月前であり、クリスマス休暇を含む一か月足らず
のあいだに、南部スーダン各地に設置予定の2,600
か所以上の投票所──しかも多数が交通不便な
僻地にある──に必要資材を輸送し、15,000名
以上のスタッフを貼り付けることが可能かどうか、
悲観的な見方をする者も多かった。
　住民投票が予定どおり、しかも整然と平和裡に
実施できたのは、関係者の決意と努力、そして南部
スーダン人有権者の協力と熱意の賜物であった。
大規模な事業を組織的に問題なく遂行したことに
よって、南部スーダン人は自信を深めたと考えられ
る。スーダンでは、2010年4月に総選挙が実施さ
れた。南部スーダンの場合は、スーダン全体の大統
領、南部スーダン大統領、州知事、国民議会議員、
南部議会議員および州議会議員を選出する複雑
で大規模な選挙であった。南部スーダン人は、1年

足らずのあいだに2回の選挙を経験したのだが、
さまざまな混乱が生じた総選挙と比べても、住民
投票の成功は顕著であった。
　投票所で列をなした有権者たちは、みんなが正
装していた。スーツを持っていない者も、洗濯した
てでアイロンのきいた「晴れ着」を着ていた。一番
乗りを目指して、前日の深夜から投票所前で並ん
でいた人たちもいた。10時間以上待たされた有権
者も多かったにもかかわらず、人びとの表情は穏や
かで笑顔に満ちていたのも印象的であった。投票
を終えた人のなかには、拳を突き上げて喜びを表
現する者がいた。手をあげて裏声で叫び声をあげ
る、中東・アフリカの女性に特有の行動をとる者も
いた。総じて市内にあふれていたのは祝祭の雰囲
気であった。
　ジュバ市内最大の投票センターは、ジョン・ガ
ラン廟に置かれていた。ここでは、12,258名の有
権者が4か所の投票所で投票する予定であった。
この廟は、2005年7月末に事故死した、スーダ
ン人民解放運動／スーダン人民解放軍（SPLM/
SPLA）の最高指導者であり、スーダン共和国第一

副大統領でもあったジョン・ガランの
遺体が埋葬されたところである。サル
ヴァ・キール大統領をはじめとする南
部スーダン政府の要人たちもここで
投票し、世界各国・各組織の要人た
ちも訪問したので、メディア関係者も
多数集結していた。施設自体は簡素
なものだが、広大な敷地は、南部議会
に隣接した中心地に位置している。こ
の廟は、あらたに形成されるべき「南
部スーダン国民」統合のシンボルとな
りつつあった。1月9日、この廟では、
ディンカ、アチョリ、マディなどの民族

【写真5】分離独立キャンペーンのシンボルとなった「右手」を掲げ、車の荷台に立つ男性。	
	 向こうにみえるのは、住民投票開始までのカウントダウンを示す電光掲示板。	

【写真4】ジョン・ガラン廟のダンスチーム。男性が手に掲げているのは、分離独立への投票を	
	 呼びかけるチラシ。「正義のために投票しよう」と書かれている。2011年1月9日朝。

2011 AFRIC
A 

SU
M

M
ER N

o.2

28

AFRICANTOPICSアフリカン・トピックス

20
11

 A
FR

IC
A 

SU
M

M
ER

 N
o.

2

29



AFRICAN TOPICS

　16日の朝、私たちは市内の投票所を巡回した。
所定の用紙に記載された投票結果はすでに各投
票所に貼り出されていた。有効投票率はいずれも
95％を超えており、その圧倒的多数は分離独立賛
成であった。
　投票結果は、まず郡レベルで集計され、その結
果が州レベルに送られ、最後にSSRCに報告され
るという手順を踏む。SSRCが暫定結果を発表
したのは月がかわって2月2日のことだった。それ
によると、全体の投票率は97.58％、有効投票数
3,837,406票のうち、98.83％が分離を、1.17％
が統一を支持していた。この暫定結果は、2月7
日に正式結果として認められた。
　こうして、歴史的イベントであった南部スーダン
住民投票は無事終了し、全登録有権者約400万
人の圧倒的多数が投票し、その圧倒的多数が分
離独立に賛成票を投じた。関係諸国、国際機関そ
してスーダン共和国政府も投票結果を承認した。
この結果、南部スーダンは、早ければ2011年7月
にも新たな主権国家として独立することが決定し
たのである。

自決権の意義と新生国家の課題
　
　自らの運命を自分で決定できること、つまり自
決権の獲得は南部スーダン人の長年の悲願で
あった。スーダンは1956年に独立したが、南北が
ひとつの国家になることは、南部スーダン人の願
いではなかった。少なくとも、民意を問われる機
会はなかった。独立後、南部の政治的指導者たち
は、連邦制の採用を繰り返し要求したが認められ
ることはなかった。独立前の1955年には植民地
政府軍の南部スーダン人兵士による反乱が発生
し、1960年代になると内戦へと発展した。第一

次内戦は1972年に終結し、その結果南部には自
治政府が樹立された。しかし、この新体制は10年
ほどしかもたず、1983年にはSPLM/SPLAが
結成され第二次内戦がはじまった。
　自決権は、2005年に調印され、22年間にわ
たった内戦に終止符を打ったCPAの柱である。し
かし、CPAが前提としているのは南部の分離独
立ではなく、スーダンという国家の統一であった。
同様にSPLM/SPLAにとっても、公式の組織目
標は「新スーダン」の建設であり、分離独立ではな
かった。振り返ってみると、分離独立が南部スー
ダン人世論の主流となっていったのは2008年こ
ろからではなかったか。ともあれ、住民投票にお
ける民意の方向性は、疑いの余地がまったくない
ほど明確であった。人びとが歴史上はじめて自決
の権利を行使したことは、慶賀すべき出来事であ
り、その結果は尊重されるべきである。
　2011年7月9日には、新生国家「南スーダン」が
誕生する予定である。新国家が直面する問題は山
積している。監視業務のなかで再認識したのは、
ジュバ市を一歩外に出ると、戦後復興は遅 と々し
て進んでいないことだった。第一に人びとが帰還
していない。村むらの人口は、内戦前の10分の1
程度のままであった。教育と医療のサービス、清
潔な飲料水の提供も不十分な状態のままであっ
た。政権のお膝下であり、中心地ジュバの郊外で
もこの状態である。地方の状況は推して知るべし
であろう。
　長年南部スーダン人とかかわってきた私として
は、新生国家が平和と安定そして繁栄という人び
との悲願を実現する手だてとなることを切に願い
たい。

　EU、AU、カーター・センターは、それぞれ100
名を超える規模の監視団を派遣し、ほぼ全域で
より長期の監視活動を展開した。それらに比べる
と、日本政府の監視団ははるかに小規模で活動
の地域と期間も限られていたが、所与の条件の
なかで十分に職務を遂行し、公正で平和的な住
民投票の実施に一定の貢献ができたと考えてい
る。（監視団の公式活動報告書は内閣府のホー
ムページに掲載されている。http://www.pko.
go.jp/PKO_J/data/other/other_data07.html）
　日本政府派遣の監視団は、住民投票の実施主
体である南部スーダン住民投票委員会（SSRC）、
そのもとに設置された南部スーダン住民投票局
（SSRB）、州レベルの高等委員会のメンバー、南
部スーダン政府の要人、国連機関やEUの担当責
任者などにインタビューする一方で、ジュバ郡内に
設置された投票所を精力的に巡回した。結果的に
ジュバ市内では33か所、ジュバ市外では48か所
の投票所を訪問し監視活動に従事した。ほとんど
の投票所は、複数メンバーが複数回訪問したの
で、密度の高い活動が実施できた。活動地域が、

ジュバ郡に限定されていたことが、逆に幸いした
といえる。
　ひとつの郡とはいっても、面積は日本の都道府
県ほどある広い地域に投票所は点在している。
ジュバから六つの方向に伸びる道路を利用して
投票所を探索した。「探索」といったのは、正確な
位置が事前には判明していなかったからである。
遠いところは、悪路を片道5、6時間かけて訪問
した。
　ジュバ市内と同様に、田舎でも投票は整然と
実施されていた。むしろ田舎のほうが投票率は
高かったといえる。交通と通信の状態は劣悪であ
り、地域によっては、投票所に行くために、有権者
は片道数時間から丸一日の距離を歩かねばなら
ないことを考えると、これは驚異的であった。

住民投票の結果

　投票開始から3日目の1月11日になると、ジュ
バ市内・市外にかかわらず、すでに有権者の7割
から8割が投票を終了していた。まだ投票期間は

4日間残っていたが、投票率はきわめ
て高くなることはあきらかだった。
　1月15日午後6時、丸1週間にわ
たった投票は終了した。投票所スタッ
フは、疲労の極に達していたものと思
われる。しかし、いくつかの投票所で
はただちに、ほかでは1、2時間の休
憩ののちに、衆人監視のもとで開票
作業が開始された。私はジョン・ガラ
ン廟で午後8時から開始された開票
を見守った【写真6】。この日、各投票
所では深夜まで開票作業が続けら
れたが、混乱はなかった。

【写真6】ジョン・ガラン廟における開票。警備の警官と国内外の監視員がみえる。2011年1月	
	 15日午後8時すぎ。
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　MDGsの達成期限まで残すところ5年となった
昨秋、ニューヨークの国際連合本部で開催された
MDGsサミットの開会宣言において、潘基文事務

総長は以下のような主旨の挨拶を述べた。
　「みなさん、…MDGsは達成可能です。…私は

アフリカ諸国を訪問し、マラウィのムワンダマのミ

レニアム・ビレッジで、ベナンのソンガイ

村で、改革・組織化されたプロジェクト

と、そして、それを実現する関係者たち

の努力と信念を自分自身の目で確かめ

てきました。」1

　潘事務総長が、上記において言及し
たマラウィのムワンダマ村は、アフリカ
にあるミレニアム・ビレッジ（MVs）の
一つである。MVsは「ミレニアム・ビ
レッジ・プロジェクト（MVP）」2が運営
している所謂開発モデル村群であり、
2004年8月に設立されたケニアのサウ
リ村が第一号である。

　MVPは、ジェフリー・サックス教授（現コロンビ
ア大学地球研究所長、国連事務総長のMDGs担
当特別顧問）が、アナン前事務総長の依頼により、
プロジェクト・チームを形成しコンセプトを提示し
た「ミレニアム・プロジェクト（MP）」を改称したも
のである。その主旨は、MDGs達成が可能である
こと、そのための手法をモデルとして世界に提示す
ることである。

　MVPの目的を達成するための手法は、
①�不利な地理的状況と極端な貧困が結びついて
世界最悪の貧困の罠が生じている3アフリカの
遠隔地の村の中から対象を厳選する。

②�上記に先端的な知識と技術を含んだ実証済み
の手段を用いた介入による限定的支援を行う。
③目標期限内に全力を挙げてMDGsを達成する。
④�プロジェクト終了後の継続的な成長基盤を作
る、などである。
　このプロジェクトでは、すべての資源をMVs内
に集約し、農村と都市部の間のインフラ構築や地
域内の制度改革等を優先対象として、大規模な投
資を行っている。
　具体的には、1日1ドル未満で暮らす人々が集中
しているサハラ砂漠以南のアフリカ10カ国（エチオ
ピア、ガーナ、ケニア、マラウィ、マリ、ナイジェリア、
ルワンダ、セネガル、タンザニア、ウガンダ）における
14クラスタ－、約80の村 （々それぞれ約5000人規
模）を人工的にMVsとして設定し、5 ～10年とい
う期限付きで、すでに実証済みの手段を用いた介
入を総括的に行うものである。
　介入する分野は、1）農業、2）基本的な健康、3）
教育、4）電力・輸送・通信、5）安全な飲料水と
衛生設備、という必要な領域のほとんどを網羅し
ていることが特徴である。貧困の原因はすべての
問題が複雑に関係しあうため、特定分野だけに力
を注入しても絶対的な貧困は無くならない、と考え
るからである。　　

　例を挙げると、
①�コミュニティの大半を占める農民の自立を促し、
改良種子や肥料を提供。
②�経済成長を妨げているマラリアの抑止策として
殺虫剤処理済の蚊帳を全戸へ配布。

③�病院やクリニックがほとんど存在しない地域に
おいて、クリニック等の建設。

④�教育と栄養改善のための学校給食プログラム
の促進。

⑤�携帯電話を使ったコミュニティ・ヘルス・ワーカー
による村人の健康管理。

⑥�農業協同組合を設立し、マイクロクレジットなど
を導入して、換金作物を生産する。
などである。
　現在、50万人がその対象となり、恩恵を受けて
いる。
　最近では、MVPは、村人の自給達成後も持続
可能な成長を遂げるため、農業改革による換金作
物の生産や、農民を起業家に転身させるための農
業関連ビジネスの開発に力を注いでいる。

　
　MVsは5年単位の期限内に、村人一人あたり平
均して年間110ドル、さらに運営費として一人あたり
年間10ドル、合計120ドルが必要であると計算し
ている。そのうち、MVPが60ドル、国及び地方政
府が30ドル、パートナー団体が20ドルを支援、さ
らに村人自身も10ドルを寄与することが目標とさ
れている。
　使途の内訳としては、約30％が保健、20％がイ

2010年9月、菅直人総理大臣は国連ミレニアム開発目標（MDGs）サミットにおいて、保健、教育

部門で最大85億ドルの拠出（菅コミットメント）を約束し、関係者の注目を浴びた。だが、今年 6月

2 〜 3日に東京で開かれたフォローアップ会議中には内閣不信任案が提出されるという政治的混

乱があり、残念ながら会議場に潘基文国連事務総長の姿もなかった。

しかし、21世紀初頭における国際社会全体の環境改善への誓いを守るという努力は続けていか

なければならない。

筆者は、この論文においてMDGs達成へのアプローチを国際社会に示すために設立されたミレニ

アム・ビレッジ・プロジェクト（MVP）のコンセプトと手法、プロジェクトの現状、最後にミレニアム・

プロミス・ジャパン（MPJ）の活動と今後の展望について簡潔に述べたい。

ミレニアム・プロミス・ジャパン理事長

鈴木 りえこ
Rieko Suzuki

Millennium 
Villages 
Project

ミレニアム・ビレッジ　プロジェクト

「ミレニアム・ビレッジ・プロジェクト」とは1

主旨

手法

村人一人当たりの予算

MPJユースのメンバーとマヤンゲ村の子どもたち（ルワンダ）

ミレニアム・ビレッジ、ムボラ村（タンザニア）の見事な収穫
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　ミレニアム・プロミスが発表した「ミレニアム・
ビレッジ・プロジェクトに関する中間報告�2010」5

によると、MVPの成果は以下に要約される。
①�トウモロコシの収穫量は平均で3倍増加。2歳
未満の子供の慢性的な栄養失調が30％減少。
②�蚊帳の利用が7倍増加し、マラリア罹患率は平
均で60％減少。

③�子供たちの80％以上に給食を支給。その結果、
出席率の増加や成績向上などの効果が表れた。

④�熟練した助産師のもとで出産する女性が平均
40％増加し、母子ともに病気や死亡率が減少。

⑤�改善された水源へのアクセスが平均して3倍以
上となり、改善された衛生施設へのアクセスが7
倍近くに増加。

　2010年7月の時点で、MVsの大半はフェーズ1
（設立から5年間）の最終年に入り、すべての村に
おいて大きな成果を上げている。

　MVPは、2011年以降のフェーズ2（次期5年
間）における新事業セットを検討中である。フェー
ズ2の目標は、全 てのMVsが2015年までに
MDGsを達成し、村人が自立しうる段階に達する
ことである。
　地球研究所は、これまで果たしてきた学識・技
術面での指導的な役割を、現地人によって運営さ
れている東・西アフリカMDGセンターとMVs現
地チームに委譲しつつある。とりわけ地元の農業

協同組合を中心として事業開発戦略を練り、現地
政府と密接に協力して、戦略に基づいた事業実施
を目指している。
　そして、これまでに築きあげた既存サービスを各
国政府が円滑に引き継ぐことができるよう、地元
チームと政府との間で覚書を策定しているところ
である。

　MVPは、既存パートナーとの関係を発展させつ
つ、新たなパートナーとも次 と々契約を結んでいる。
たとえば、国連合同エイズ計画（UNAIDS）から、
出産前後のケアや乳幼児診断システムの提供を受
け、2015年までにMVs内の母子感染を予防する
ことを目標としている。
　飢餓と栄養失調を減らすため、世界食糧計画
（WFP）に対して、ウガンダのMV、ルヒイラから余
剰な生産物を販売している。
　また、ミレニアム・プロミスと地球研究所は、性と
生殖に関する健康問題にも取り組み、MV全域内
で村人が自発的に健康サービスへアクセスできる
ように、国連人口基金（UNFPA）と新たなパート
ナーシップを結んだ。
　MVPでは、フェーズ2に向けて資金調達の必要
性に迫られている。そのため、政府やプライベート
セクター、コミュニティ、そして個人に対して、継続
的なパートナーシップを呼び掛けているところで
ある。

ンフラ整備、20％は教育、15％は農業と栄養、15％
が浄水、衛生、環境に投資される予定になっている。

　MVsは以下のような3つの分類に分かれている。
①�MV1は地球研究所と国連の人間の安全保障基
金（UNHSTF）が初期に設立した基軸的な村
である。表1で出資元がUNHSTFと書かれてい
る村は、日本政府がUNHSTFを通じて約20億
円を出資した。このように、日本政府はMVPが
スタートするための重要な役割を果たしている。

②�MV2はミレニアム・プロミスが資金を集めて設
立した主要なビレッジ群である。

③�MV3はノルウェー政府が出資しているリベリア
の村、JICAが出資したモザンビーク、カメルー

ン、ベナンなどの村々、米国の女優アンジェリナ・
ジョリ氏が出資したカンボジアの村4、世界的な
知的専門家集団であるKPMGが出資したタン
ザニア・ペンバ島の村ほか、がある。

　MVsは多くの世界的な著名人によっても支援さ
れ、例えば、投機家ジョージ・ソロス氏が50万ドル
の出資を約束している。また、マラウィのMV、グム
リラには米国歌手のマドンナ氏、マリには米国俳
優のマッド・デイモン氏がそれぞれ支援を行い、エ
リクソンや住友化学、トミー・ヒルフィガー財団な
ども主要なパートナーとなっている。
　MVPとMVsの経緯は以下のミレニアム・プ
ロミス・ジャパンのサイトを参照いただきたい。
http://millenniumpromise.jp/about/about_
mp_timeline.html

Millennium Villages Project

主要なミレニアム・ビレッジ 国籍 サイト ビレッジ数 出資元 開始時間

エチオピア コラロ 11 EI(1)/MP(2) 2005年2月

ケニア
サウリ 11 EI/MP 2004年8月

デルツー 1 UNHSTF(3) 2006年6月

ガーナ ボンサーソ 6 UNHSTF/MP 2006年6月

マラウイ
ウワンダマ 7 UNHSTF/MP 2006年6月

グムリラ 1 MP 2006年10月

マリ
チビー 11 UNHSTF/MP 2006年6月

トーヤ 1 MP 2008年1月

ナイジェリア
イカラム 4 UNHSTF/MP 2006年6月

パンパイダ 3 UNHSTF/MP 2006年6月

ルワンダ マヤンゲ 4 EI/MP 2006年6月

セネガル ポトー 6 UNHSTF/MP 2006年6月

タンザニア ムポラ 6 UNHSTF/MP 2006年6月

ウガンダ ルヒーラ 8 UNHSTF/MP 2006年6月

合計 80
1）EI:Earth Institute at Columbia University（コロンビア大学地球研究所）
2）MP:Millenium Promise（ミレニアム・プロミス）
3）UNHSTF:UN Human Security Trust Fund（日本政府からの援助対象）

表1

ミレニアム・ビレッジ・プロジェクト（MVP）の現状2
セネガル
ポトー

マリ
トーヤ

マリ
チビー

ガーナ
ボンサーソ

ナイジェリア
パンパイダ

ナイジェリア
イカラム

ケニア
デルツー

ウガンダ
ルヒイラ

ルワンダ
マヤンゲ

マラウイ
ムワンダマ

エチオピア
コラロ

ケニア
サウリ

タンザニア
ムポラ

マラウイ
グムリラ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

表2 フェーズ1介入方法のタイムライン

種子と肥料の支援

公開講座トレーニングと記憶

作物の多様化

農業

蚊帳、予防接種、ビタミンA補給、駆虫

診療所の建設とスタッフの配慮

専門的医療が受けられる病院

コミュニティ・ヘルス・ワーカー

健康

水と衛生

道路

送電網インフラ

インフラ整備

学校へのスタッフの配慮

学校建設と教室の改修

学校給食

教育

マイクロファイナンス

協働組合を基にした事業

事業発展

ミレニアム・ビレッジの分類

　MPJは、北岡伸一(東京大学大学院法学政治学
研究科教授、元国際連合日本政府次席大使)が、
TICADⅣと洞爺湖サミットの開催直前である
2008年4月に、筆者とともに設立したNPO法人で
ある。ニューヨークのNPO法人ミレニアム・プロミ
スとは同盟関係にあり、資金的には独立している。

　活動の主旨は、
①�MDGs達成のために、国内でMDGsやMVPに
対する理解とアフリカ支援の重要性を訴える啓
発活動を行う。

②�ミレニアム・ビレッジ等を通じてアフリカ諸国等
への支援を行う。

ミレニアム・プロミス・ジャパン（MPJ）の活動3

フェーズ2

新パートナーシップ
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と同時に、東京側では残った学生たちが韓国の大
学生を招いて、インターネットを通じて会議に参加
した。一方、学生視察団は、ルワンダ滞在中、中央
銀行総裁と面談、大統領府、外務省や日本大使館
を訪問、ルワンダのMVであるマヤンゲ、虐殺記念
館などを視察して、非常に有意義な体験を得るこ
とができた 6。彼らは、とりわけ、ビレッジを訪れ村
人の実際の生活に触れ、交流できたことが印象的
だったと話している。
　また、MPJでは要請に従い、教育機関へ出向い
てアフリカの人々の生活等について紹介している。
特記すべきは、2009年夏に気仙沼中学校へ出か
けて全校生徒に向けて、モザンビークの村におけ
る水も電気もない生活体験を語ったことである。そ
の際、全生徒から心に沁みるような内容の感想文
を受け取っている。気仙沼中学校の学園祭で集め
られた文房具を持参して、ルワンダの子供達へ届
けて帰国したところに東日本大震災が起こった。
気仙沼の関係者によると、当時中学生だった彼ら
はアフリカの厳しい現状についての話を聞き、大震
災という試練を乗り越えるための心理的土壌がで
きたのではないか、ということであった。そのため、
MPJでは、今年から「MPJユース」のメンバーとと
もに全国の小・中学校を訪問して、「心の豊かさ」な
どについて、映像を紹介しながら子供たちと会話
する活動を始めることにしている。
　さらに、今年はビジネスマンを対象として、グ

ローバルな課題とアフリカに関する「リーダーシッ
ププログラム」(仮称)を開始する予定である。ア
フリカは資源が豊かで中国、韓国ほか先進諸国が
競って投資を行い、ビジネスチャンスが大きい大陸
である。日本企業の進出の遅れが懸念されている
が、最近では企業の関心も高まりつつある。
　東日本大震災という大危機に直面し復興が危
惧される現在、日本国内でアフリカ支援について
の理解を得ることは容易ではない。しかし、これ
まで支援してきたMVsの村人からは“Pray� for�
Japan”の写真やメッセージが次 と々到着した 7。世
界からの支援を受けて、被災地の方々も感じられ
ているように「世界はひとつ」と実感させられてい
る。このようにMPJでは他国への支援は日本と日
本人のためにも役立っていると信じ、微力ながら
日々の活動を続けている。

③�概して、内向き志向になっている日本の若者の目
を世界に向けさせる。

④日本とアフリカ諸国との交流を促進する。
などである。
　国内におけるこれまでの主な啓発活動は、
MDGsやアフリカをテーマとした研究会の開催や、
駐日アフリカ大使公邸における大使講義とブッフェ
ディナーの開催などである。また、東大生らが中心
となり「MPJユース」を設立し、五月祭や駒場祭で
講演会を開催するほか、毎週自主勉強会を開くな
ど活発な活動を続けている。今年は学生たちの関
心も高まり新入生が増えて、ユースのメンバー数は
約50名に達している。この活動は関西にも広がり、
今春「MPJ関西ユース」が設立された。

　アフリカ諸国への支援としては、以下のような活
動がある。
①�MVsへ学生、社会人やシニアボランティアを
派遣。

　�　モザンビークのシブト、�ケニアのキスム（ミレ
ニアム・シティ）やサウリ、ウガンダのルヒイラ、ル
ワンダのマヤンゲなどに学生、社会人インターン、
シニアボランティアを派遣している。
②�ウガンダのMV、ルヒイラにRyamiyonga小学校
を建設。
　�　この小学校は、関西のNPO法人アミティエ・
スポーツクラブの年会費（小学生中心に約5000
人の会員で構成）から、一人毎月100円の寄付を
受ける形で建設された。MPJからは国際機関
で経験豊富なシニアボランティアを派遣して、地
元での交渉と契約を実施した。村の人々は、日本
の小学生の厚意で学校が建設されることに感
動し、彼らも約5000ドル以上の資金を提供する
ことになった。途中、バナナの価格が10分の1に
下落したため、自分たちでレンガを作って寄付し
てくれることとなった。
③�同じくルヒイラの女児17名が寄宿舎付きの中
学・高校へ進学するための支援。
　�　女児教育支援は、筆者が15回にわたるMV

視察を通じて、取り残された最重要課題と認識
したためである。サハラ砂漠以南の農村では女
児たちは13、4歳になると父親の意志で結婚さ
せられることが少なくない。これらの地域では
最近まで小学校就学率が60％、中学校は25％
程度で、今でも女児たちが中等教育へ進学でき
る可能性は少ない。概して、彼女たちの一日は水
くみ、子守や家事などに追われ、学ぶ機会を奪
われている。しかし、ルヒイラでは奨学制度が出
来て以来、小学校卒業認定試験（PLE）という
国家試験に優秀な成績（5段階中の1）で卒業す
る女児が続々と表れ、関係者を驚かせている。
ほとんどの家には電気がないため、小学校に一
年間泊り込んで試験勉強をした女児もいると聞
いている。MPJでは、2010年春からインターン
を現地へ派遣して、候補者の女児たちの家を一
軒ずつ訪問し、本人や両親たちにインタビューを
行い、中学校にも出かけて先生たちとも面接を
行っている。さらに、2011年1月には現地と東
京をスカイプで結び、女児たちに東京から直接
質問が出来る公開インタビューを実施した。将
来は村で第一号の弁護士になり村の紛争を解
決したい、マラリアにかかったので医者になって
村人を助けたい、中央政府のトップになり政策
決定に関わりたいなど、彼女たちの夢は大きい。
④�マリやセネガルの乾燥地にあるMVにおいて、
日本の酪農技術を移転して乳製品の付加価値
を高め、酪農家の自立支援を検討中。
　�　今春、日本の酪農家とともに現地視察を行っ
た。現地の農民を日本へ招聘して訓練するととも
に日本の専門家を現地へ派遣して監督を行うな
ど、段階的に酪農環境を整え技術移転を行うた
めの資金作りを模索している。

　MPJの最近の活動としては、2011年3月に、東
京大学から奨励金を得て、「MPJユース」の学生ら
12名と社会人ボランティア3名、MPJ会長、理事
長らがルワンダを訪問した。学生たちはルワンダ国
立大学の学生と現地で国際学生会議を開催する

【注】
1 http://millenniumpromise.sblo.jp/article/41102342.html#more

（潘基文国連事務総長の開会宣言の邦訳－MPJのホームページより）
2 MVPは、コロンビア大学地球研究所、ニューヨークのNPO法人ミレニアム・プロミス、国連開発計画（UNDP）の3 者が、それぞれ順
に、コンセプトと学識者・技術者を提供、ファンド・レイジング、現地への人材派遣（現地人を採用）という役割分担を担うパートナーシッ
プにより運営されている。 2011年 6月末、UNDPはその役割を終了する予定。
３ 『貧困の終焉』（ジェフリー・サックス著、2006 年早川書房）P.304
４ アフリカ以外の国にもミレニアム・ビレッジが設立されている。
５ http://millenniumpromis.sakura.ne.jp/sblo_files/millenniumpromise/image/midyearreportdraft0223EFBC88E69C80E3
83BBE69C80E7B582E78988EFBC89-075e1.pdf

（MPJのホームページ上に「MVP中間報告2010」の邦訳を掲載している）
６ 現地でのアポイントを取るにあたって、駐日ルワンダ大使のムニャカジ・ジュル閣下（当時）、駐ルワンダ日本大使の畑中邦夫閣下に
は非常にお世話になった。
７ http://millenniumpromise.sblo.jp/article/43983613.html

（アフリカのMVsからのメッセージを臨時ニュースレターにまとめ、MPJのホームページ上に掲載している）

【参考資料】
『貧困の終焉』（ジェフリー・サックス著、早川書房 2006 年）
『地球全体を幸せにする経済学』（ジェフリー・サックス著、早川書房 2009 年）　ほか

Pray For Japanのメッセージ（セネガルのミレニアム・ビレッジ、ポツー村から）

アフリカ諸国への支援

最近の活動と展望

Millennium Villages Project
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　タンザニアには120もの民族がいるといわれてい
る。でも、もともとアフリカの国境なんてヨーロッパ列
強によって勝手に作られたもの。
　その民族のひとつ、マコンデ人は、モザンビークと
タンザニアの国境にまたがって多く住んでいる。タン
ザニアでは、現在は民族別の人口統計は取られてい
ない。けれど、1957年の調査によるとマコンデ人口
は全人口の3.9％を占め、3番目に人口の多い民族と
なっている。
　マコンデ人は音楽や美術でも有名だ。そのリズミカ

ムが出せるのかというプラ
スのショックである。
　その一家には、タンザニ
アで生まれた子どもたちも
いたのだが、いつの間にか、
いなくなってしまった。風の
便りでは、モザンビークに
帰ったという。
　わたしは、残念ながらマ
コンデ人の多く住む南部タ
ンザニアの高原地方にはま
だ行ったことがない。けれ
ど、日本から浜松市楽器博
物館の方たちがタンザニア
の楽器を調査に来たときに
タンザニアの南部、ムトワラ州にあるマコンデ人の住
むムニャンベ村で撮影した踊りのビデオを観たこと
がある。円錐形をした胴の長い太鼓たちから出てく
る終わりのないようなリズム。取り憑かれたように踊
るダンサーは、仮面をつけている。黒い仮面だ。
　マコンデ彫刻というものがある。今日でこそ、マコ
ンデ人だけでなく、いろいろな民族が彫り、みやげ物
にもなっているが、もともとは、マコンデ人たちが黒檀
に彫ったものを指していた。その起源は、踊りで使わ
れる仮面にあるのではないかという説もある。
　でも、マコンデ人で祖父が彫刻家で、本人はマコ
ンデ彫刻のバイヤーをやっていたというコスマスは、
もともとは身近なもの、たとえば、入れ物の蓋を木で
作ってみた、とかそういった身近なところから始まっ
たのではないかと言う。そして、だんだんと手慰みの
彫刻をするようになり、それが売れるようになったと
いうことではないかと。マコンデ人が彫刻に使う木は
必ずしも黒檀だけではなかったようだが、黒檀は、マ
コンデ人の多く住む高原地帯には、たくさん生えてい
て、手に入りやすい木だったそうだ。ともかく堅い木
である。堅くて丈夫なため、穀物を粉にするための杵
などにも使われていたそうだ。彫るには、かなりの力
が必要だ。
　マコンデの人々の間にこんな物語があるという。
　「昔々、畑に黒檀の木を切りに行った人がいた。
切ったあと、その場に置きっぱなしにして家に帰っ

ルで乾いた感じがする太鼓の響きは、マコンデ人独
特のものだろう。
　わたしはタンザニアの首都ダルエスサラームに住
んでいる。日本人の夫（注1）は当地で旅行会社を
やっている。結婚を機にここに住み始めて22年が
経った。
　その間にはこんなことがあった。
　週末になると何かのお祝いがあるのか、テンポは
速いけれど、心臓の鼓動にも沿うような（心地よく眠
れそうな）快い太鼓の音が一晩中響いてくることが

あった。あとで近所の人にきいてみると、音の
出所は、マコンデ人の家ということだった。
　すぐ斜め向かいにモザンビークから出稼ぎ
に来ていたマコンデ人一家が住んでいたこと
もあった。空き地に掘っ立て小屋を建てて家
族で暮らしていた。その土地の主から留守番
役を頼まれていたらしい。
　一家のお年寄りが亡くなり、お通夜となり、
一晩中、鐘や太鼓の音が響いていたことが
あった。翌日の朝になってもまだそれは続いて
いて、わたしはお香典を届けに行った。驚いた
ことに鐘の音だと思っていたのは、空き瓶を鉄
の棒でたたいているだけだった。太鼓はバケ
ツをひっくり返したもので、もうひとつの「楽
器」は木の切れはし二つを打ち合わせている
だけのものだった。ちゃんとした楽器から出て
いる音だとばかり思っていたので、この状況は
マイナスとプラスの両方にショックだった。
　お葬式だし、楽器の調達がもう少し何とか
ならなかったのか、というマイナスのショック
と、こんな道具でこんなにすばらしい音やリズ

た。翌朝、その人が畑に行ってみると、驚いたことに、
置いていった木が人間になっていた。そして、ほかの
黒檀の木を彫っているではないか…。これが、マコン
デ彫刻のはじまりで、マコンデ人は黒檀の木からでき
たのだ」
　彫刻家マティアス・ナンポカに黒檀を彫る理由を
きいてみた。
　「堅いけれど、その分、一度彫ると形がしっかりと
決まる。また、彫ったあとに磨きをかければかけるほ

金山 麻美
Asami Kanayama

国境を越えて

アフリカに
生きる ---Vol.2

マコンデ彫刻家（マティアス）

太鼓を叩く女の子 エバリスト・ナンポカによるシェタニ
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度もモザンビークに行った
ことがないくせに言ってい
る。
　タンザニアを代表する芸
術家だった、やはりマコン
デ人のジョージ・リランガ
は生前、タンザニア南部の
マサシ出身だと言っていた
が、遺族によると実はモザ
ンビーク生まれだったそう
だ。タンザニアのパスポート
を取りやすくするための方
便だったのだろうか。
　マコンデ人だけではな
い、マサイ人たちも今もタン
ザニアとケニアの国境を行き来している。また、昨年
暮れに63歳で亡くなったレミー・オンガーラという歌
手はタンザニアの大統領が弔辞を読み、当地の新聞
が追悼特集を組むほどの「国民的」存在だったが、元
はザイール（今のコンゴ民主共和国）の出身で、30
歳のときにタンザニアに移住したのだという。
　タンザニアに家族を残したままケニアのナイロビに
音楽の出稼ぎに行き、そのまま何年も帰って来ず、残
した家族のもとに連絡がきたのは、彼が亡くなったと
きだったという音楽家もいた。
　カラフルなペンキ画のティンガティンガ派絵画の
創始者エドワード・サイディ・ティンガティンガの弟で、
やはり画家となったムパタは、エドワードの死後、ナイ
ロビに移住した。親戚の子どもを預かってナイロビで
学校に行かせたりもしていたという。
　ソマリアからタンザニアにやって来て、ツアー会社
やレストラン、ホテル経営などをしている人も結構い
るし、隣国マラウィから出稼ぎに来ている人も多い。
小学校教育がスワヒリ語のタンザニアとは違い、マラ
ウイでは英語で行われているので、英語を話せる人
が多い。このため、外国人宅の庭師やお手伝いさんな
どに雇われていることがよくある。ここの日系企業で
雇われていた大工仕事が得意なマラウイ人のエノキ
は、すっかりスワヒリ語も身に付けるほどタンザニア
暮らしが長くなり、タンザニア人女性と結婚した。当
地で子どもをもうけた今となっては、マラウイに帰る

つもりはないようだ。
　マティアスが、モザンビークに実際に行くかどうか
はわからない。けれど、勝手に作られた国境をものと
もせず生きていこうとするアフリカの人々のたくまし
さは、わたしたちにとっても、よりよい未来を築いてい
くヒントになるのではないかと思うのだ。

　

　

　
　

ど美しく光る。そして、ずっと長くそのままの姿を保ち
続けることができる」
　マティアスの彫り始めの様子を見たことがある。長
い丸太のような黒檀の木を手に入れ（昔は森から、
今は材木商から）、鉈などで自分の作りたい大きさに
切り分ける。そして、彫る前には、手で木を空にかざす
ようにしてしばらく見つめるのである。そうすると、そ
れがどんな彫刻になるべきかが自ずから見えてくる
そうだ。
　マティアスはマコンデ人なれど、ダルエスサラーム
生まれだ。マコンデ人のふるさとの南部高原には行っ
たことがないと言う。
　彼の父親エバリストは、タンザニアで活躍したマ
コンデ彫刻家だったが、モザンビーク生まれだった。
1944年生まれのエバリストは、モザンビーク解放闘
争が始まった1964年にFRELIMO（モザンビーク
解放戦線）に徴兵されそうになったので、川を渡って
タンザニア側に逃げ込んだのだとマティアスは言う。
ダルエスサラームに住み始めたのは、1966年からだ
そうだ。

　2000年に他界したエバリストは、生前「最初は人
物を彫っていたが、『人間は神の創りたもうたものだ
が、シェタニは私自身の想像の産物』ということで、
シェタニのみを彫ることにした」と言っていた。シェタ
ニというのはスワヒリ語で精霊のことである。父の背
中を見て彫刻を始めたマティアスの作品もその多く
がシェタニだ。しかし、彫る前に黒檀の木を空にかざ
してじっと見つめるマティアスの様子からは『想像の
産物』を超えたもの、民族の中に生き続ける精霊とか
神とかそういったものが、空から降りてくるのではな
いだろうか、と思えたりもする。
　ダルエスサラーム郊外にマコンデ村と呼ばれてい
る場所がある。そこには、マコンデ彫刻を扱う店がひ
しめくように並んでいる。主に観光客相手のみやげ
物屋たちなのだが、店の裏手にはたくさんの彫師た
ちがいて、実際に彫っているところを見ることができ
る。奥のほうで分厚い眼鏡をかけて上半身裸で黙々
と人物を彫っている年配の男性からは、静かな迫
力がにじみ出ていた。聞くとやはり60年代にモザン
ビークからタンザニアに移り住んだマコンデ人だとい

う。そういう彫師が何人かいた。
　前出のコスマスは1964年にモザンビークで
生まれたが、生まれたその年に祖父や両親と
ともにタンザニアへ移住したのだという。しか
し、移住する前の1956年には、彼の両親は、ま
だ英国領だったタンガニーカのタンガのサイザ
ル農場に出稼ぎに来ていたそうだ。当時モザ
ンビークはポルトガル領だったけれど、人々は
そんなことには拘泥せずに行き来をしていた
のだろう。　
　マティアスの悩みは、いい彫刻を作っても売
る場所の確保が難しい、ということだ。たとえ
ば、マコンデ村に持ちこんでも、売れるまでは
お金が入らず、長く待つことになってしまうこ
とも多い。タンザニアの美術市場に閉塞感を
持っている。
「モザンビークは、今は、落ち着いているし、観
光も盛んになってきている。モザンビークに彫
刻を売りに行くかな、それとも移り住んで新し
い仕事をしようかなあ」
などと、両親はモザンビーク生まれなれど、一

マコンデ村の彫師

（注1）夫・根本利通氏 著書『タンザニアに生きる–
内側から照らす国家と民衆の記録 –』（2011年 5月
30日昭和堂発行）も発売中。

BOOK

赤ちゃんとお姉さん
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今年１月チュニジアで興った民衆革命は、23
年間にわたるベン・アリー政権を崩壊に追

い込み、その影響はエジプトへ、そしてバーレーン、
イエメン、リビア、シリアなど複数のアラブ諸国へと
波及することとなった。
　「アラブの春」と言われるこうした中東諸国の民
主化への発端となったそのチュニジアにおいて、そ
れでは23 年間続いたベン・アリー政権とはどのよ
うなものであったのか。一般的に自由を抑圧する
独裁政権、大統領・夫人一族のネポティズムと不
正蓄財による盗賊政治と総括されるが、革命から
少し時間をおいたいま、その長期政権を支えてい
たものは何であったのか、またその政権の功罪と
は何か、そしてその長期政権を終焉させるに至っ
た原動力とは何であったのか。以下では、チュニジ
アの国内外の事情とグローバル化そして新しいメ
ディアが切り開いたもう一つの公共空間という点か
ら考えてみたい。
　ベン・アリー政権は、1987年11月7日、チュニ
ジア独立（1956 年）後、30 年余り続いていた初代
大統領のH.ブルギバ政権下、当時首相の地位に
あったベン・アリーが、既に84歳となっていた終
身大統領のブルギバを高齢による大統領職務執
行不可能という理由で憲法57条に基づくとして解
任し、事実上の無血クーデターによって成立した政
権である。その政権交代劇は、ブルギバ政権下で
軍出身のベン・アリーがイスラーム主義勢力など
への対策手腕を高く評価されて内相から首相へと

わたって衝突し、無辜の一般市民を多
数巻き込んだ凄惨なテロ・内戦の時
代へと突入していったのである。ベン・
アリー政権は、こうした情勢下、国内的
にはイスラーム主義者勢力を厳重に取
締り、言論統制や報道規制も強化して
いったが、当時のチュニジアの一般市
民のあいだには、隣国のテロ・内戦の
惨状を目の当たりにするなか、ベン・ア
リー政権の強権を否が応にもある程度
受け入れ支持するムードがあったこと
も確かである。
　チュニジアは小国で天然資源も乏し
いが、美しい海岸線や多様な自然景観
を売り物とした観光立国である。観光
産業はホテル・ガイド業のみならず、飲
食業、交通・運搬業、土産物となる手
工芸品、芸能・スポーツ、宣伝・印刷、
遺跡・博物館などの文化財部門など、
実に多岐にわたる産業と関わるため、
試算によってはチュニジア経済の約4
割を支えているとされている。そうした
観光産業の推進には、まず治安と政治の安定は最
低の必要条件であり、国内的にも政治的自由など
に制約があっても、強権を支持する社会経済的要
因があったことも事実である。また欧米諸国にとっ
ても、穏健なイスラームを志向し経済発展や近代
化を目指すチュニジアは、イスラーム主義勢力の防
波堤となる国家であり、国際協力や援助対象国と
してベン・アリー政権を下支えしていった。
　また経済のグローバル化が進行するなか、ブル
ギバ政権末期には累積債務返済が不可能になり、
ベン・アリー政権下で1988 年にはIMFの構造調
整政策を受け入れている。そして国営企業の民営
化などが推進されていったが、そうした過程で大
統領と妻側（双方とも11人兄弟姉妹をもつ）一族
による不正蓄財や贈収賄などが徐々に進行して
いったとされている。しかし政権の比較的平和裏
な移行とその後の政治的安定はチュニジアの経済
には好影響をもたらし、国連開発計画（UNDP）の
資料によれば、ベン・アリー政権下の経済成長率

昇進してから僅か１ヶ月後のことであった。
　ベン・アリーは大統領就任後、翌1988 年2月に
は従来の与党「社会主義立憲党（PSD）」を「立憲
民主連合（RCD）」と改称し、また政治犯を大量に
釈放するなど、前政権との違いを打ち出し、また初
代大統領のカリスマ性を払拭するかのように、首
都や都市の大通りにあったブルギバの銅像を撤去
し、代わりにモダニティを象徴する時計台を設置し
て、新時代の到来を印象づけたのだった。また過
激派などを取り締まってきた特別法廷の廃止や、
結社の自由を認める法も制定した。そして政権交
替一周年の記念日には、民主主義、複数政党制、
主権在民、正義、人権などを謳った「国民憲章」に
調印している。その一方、イスラームの政治利用や
イスラーム政党は一切認可せず、イスラーム主義勢
力を徹底排除し、硬軟を巧みに使い分ける政策を
採っていった。1990 年代に入り、イスラーム勢力や
反体制派への取締りを一層強化していくが、それ
は国外との関わりでは隣国アルジェリアの情勢や
また2000 年代に入ってからはターリバーンやアル
カーイダなどへの国際的な対テロ戦争の動向とも
少なからず関連していた。
　アルジェリアでは1989 年の複数政党制導入
後、1990 年の地方選挙と1991年の国政選挙でと
もにイスラーム政党（FIS）が圧勝したが、その後、
軍の介入により選挙が無効化され、臨時政府とし
て国家安全最高評議会が設置された。そのため、
イスラーム主義勢力と軍とがその後10 年余りにも

は、産油国ながら内戦で混乱・疲弊する隣国アル
ジェリアを尻目に、表１に示したように中東諸国の
なかでは、その数値は最も高いものであったことが
見て取れる。また同資料による所得や消費の不平
等を示めす数値を中東諸国間で比較してみても、
湾岸産油国にはその数字すらないなか、数値があ
る国々のなかではその格差がトルコやイランほど
ではなかったことも確認できる（表 2）。さらに経済
指数に加え、健康（出生時平均余命）や文化的指標

（識字率）を組み合わせた人間開発指数の伸張を
中東諸国間で比較してみても（表3）、ベン・アリー
政権時代の発展には評価できる面もあったことは
事実であろう。90 年代当時、チュニジアで隣国ア
ルジェリア情勢などに話に及ぶと、よくチュニジア
人は自分たちの国は大統領がしっかりしているか
ら、アルジェリアのようにはならないとやや自慢気
に話すことも多かったことが思い出される。
　チュニジアは1995 年にはEUとの自由貿易協定
を締結し、段階的に関税を引き下げ、2008 年には

桜美林大学 人文学系 教員

鷹木 恵子
Keiko Takaki

チュニジア革命と
もう一つの公共空間

表1 中東北アフリカ諸国の年間成長率の変化

中東・北アフリカの国名
一人当たりのGDPの年間成長率（%） 消費者物価指数の

年間変動率（％）
1975 〜 2005 1990 〜 2005 1990 〜 2005

アラブ首長国連合 --2.6 --0.9 ―

アルジェリア 0.1 1.1 10.7

イエメン 1.5 1.5 20.8

イスラエル 1.8 1.5 6.6

イラク ― ― ―

イラン 0.2 2.3 21.3

エジプト 2.8 2.4 6.6

オマーン 2.4 1.8 0.1

カタール ― ― 2.7

クエート --0.5 0.6 1.8

サウジアラビア --2.0 0.1 0.4

シリア 0.9 1.4 4.9

スーダン 1.3 3.5 41.8

チュニジア 2.3 3.3 3.6

トルコ 1.8 1.7 64.2

バハレーン 1.5 2.3 0.5

パレスチナ ― ― ―

モロッコ 1.4 1.5 2.8

モーリタニア --0.1   0.3 5.8

ヨルダン 0.5 1.6 2.8

リビア 2.5 ― 1.9

レバノン 3.2 2.8（2007 〜 2008） ―

出典:国連開発計画『人間開発報告書 2007〜2008』（阪急コミュニケーションズ）
　　 2008年、pp.313〜316をもとに筆者作成。
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たのか。この点との関わりで極めて
注目される著書として、最後に米国の
人類学者D.アイケルマンとJ.アンダー
ソンの編著『ムスリム世界における
ニューメディア：立ち現れる公共領域』

（D.F. Eickelman and J. Anderson 
eds. New Media in the Muslim World: 

The Emerging Public Sphere. Indiana 
University Press, 1999.）を紹介して
おきたい。
　この著書は新しいメディアがいかに
ムスリム社会を変えつつあるかを論じ
た論集であるが、その議論の核心とは
新メディアがそれまでにはなかったも
う一つの新しい公共領域を作り出した
という点である。新メディアが中東の
歴史的転換期に実に大きな役割を果
たしてきたことを指摘しつつ、例えば、
1979 年のイラン革命時にはそれに先
立ちホメイニ氏の説教がカセットテー
プで普及していたことを挙げている。
　今回のチュニジア革命との関連で
考えるならば、インターネットや携帯電話は、従
来、体制側が統制していた公共空間とは別に、そ
れとは全く異なるヴァーチャルなもう一つの新た
な公共空間を作り出したと捉えることができる。
この新しいオルタナティヴな公共空間とは、誰も
が自由に参加可能なもので、かつ誰もが対等なか
たちで情報の受信者にも発信者にもなることがで
き、さらに匿名性すら確保できるという公共空間
なのである。従来の公共空間が、政府側からの一
方的な情報発信と受信者としての国民という非対
称的なものであったとすれば、このオルタナティ
ヴな公共空間ではその非対称性は崩れ去り、そこ
は全ての人々に同等に開かれており、不完全な情
報でもそれらを補い合い、さらに地域や国境すら
容易に越えて地球規模で瞬時に繋がることもでき
る従来とは全く異なる参加型の新しい公共空間
なのである。そこでは人はみな平等な発言権を有
し、国籍、宗教、民族性、性別、地位などを越えて
意見を述べ合い、繋がり合い共鳴し合うことが可

能なのである。そして新メディアによって切り開か
れたこのもう一つの新しい公共領域こそが、チュ
ニジアも含め、いま、中東地域において起こってい
る民主化の動向、中東の歴史を塗り替えるための
重要な舞台装置を用意したのだと考えることもで
きるだろう。
　目下のチュニジアは、ただし、独裁政権を終わ
らせたとは言え、主軸産業である観光産業は大打
撃を受け、また隣国リビアからの難民流入もあり、
チュニジアから欧州へ多くの難民すら排出するこ
とになっている。国民議会選挙と大統領選挙を無
事に終え、新政権発足の下、再び社会経済が安定
するまでにはしばらくの時を要するだろう。チュニ
ジアは、今、新時代に向けた産みの苦しみの中にあ
るが、この革命が民衆の意志で不正を正し、国民
全てに開かれた参加型での国家作りの礎を作った
ことは、同国のそして中東の民主化の歴史にかけ
がえのない意義と記憶を刻み込んだことは確かで
あろう。

地中海南岸諸国では初めてのEUとの完全自由貿
易協定国となった。しかし、こうした新自由主義経
済の熾烈な競争のなかで、同時に多くの新規雇用
を生み出していくことは至難の技である。またチュ
ニジアは多くの中東諸国と同じく、若年層の人口割
合が高く、人口の42％が 25歳未満という若年社
会である。そうした特に若年層の失業問題は極め
て深刻で、チュニジア国立統計局のデータでは、
2005 ～ 2010 年までの失業率はほぼ12 ～ 13％と
されるが、実際には高学歴の若年層ではその失業
率は資料によっては29 ～ 37％、内陸部では50％
に近いともされている。
　こうした若年層の高い失業率や地域格差、物価
の高騰（表 1、右端数値）などの社会経済的不満が
高まっていたなかで、チュニジアで最も低開発地域
の一つであるシーディ・ブー・ジードという内陸部
の町で、露天商の青年による抗議の焼身自殺事件
が起ったのであった。家族思いで家族の唯一の稼
ぎ手であったという貧しい青年の境遇と、当局の

横暴な取締りに対する青年の憤懣と
抗議の意志は直ちに地域の住民たち
に共有され、また携帯電話やインター
ネットという新メディアに通じて全国
各地の特に若者たちに伝えられ、抗議
デモは瞬く間に全国へと広がっていっ
た。その新しいメディアを通じて、さら
にはデモ参加者をテロリスト呼ばわり
し弾圧するベン・アリー政権自体の独
裁の闇の深さや不正蓄財の実態が、
チュニリークス（ウキリークスのチュニ
ジア版）などを介して暴き出されていく
こととなった。その新情報技術の中心
的担い手が、ベン・アリー政権下で熱
心に取り組まれてきた情報教育の恩
恵を受けた若者たちであったというこ
とも皮肉な歴史的事実であろう。IT
普及はチュニジアでは国策として推進
されてきたもので、2005 年には首都
チュニスで国連世界情報社会サミット
も開催されていた。
　失業中の若者たちは、もはやカフェ

でシーシャ（水タバコ）を吸って日長一日時間を潰
していたのではなく、情報技術を習得しインター
ネット・カフェで情報を収集しまた自らも発信して
時を過ごしていたのである。
　革命へと至る背景には貧困や失業だけでなく、
表面的には合法的かつ近代的国家を装いながら、
当初の大統領職 2期までとする公約も改定して5
期目に入り、富と権力を欲しいままに独占する政権
の実態と不正蓄財、それを隠蔽するための言論・
報道の規制、人権・自由の抑圧が新メディアを通
じて暴き出されたこと、そのことが民衆のなかに大
きな怒りの渦を巻き起こし、人権団体のみならず、
チュニジア弁護士会など法曹会をも巻き込んで全
国的なうねりへと拡大していったのである。
　今回の革命は「フェイスブック革命」「ツイッター
革命」と言われるように、革命への過程で携帯電話
やインターネットといった新情報機器の果した役割
の重要性については、既に多くの指摘がある。
　では、その新メディアの何が新しく特徴的であっ

表2 中東北アフリカ諸国の所得または消費の不平等の尺度

出典:国連開発計画『人間開発報告書 2007〜2008』（阪急コミュニケーションズ）
　　 2008年、pp.317〜319をもとに筆者作成。

表3 中東北アフリカ諸国の人間開発指数（HDI）の変化

中東・北アフリカの国名
人間開発指数の平均年間成長率（%）

長期1980 〜 2007 中期1990 〜 2007 短期2000 〜 2007

アラブ首長国連合 0.72 0.47 0.91

アルジェリア 0.83 0.90 0.79

イエメン ― ― 1.36

イスラエル 0.44 0.44 0.42

イラク ― ― ―

イラン 1.23 0.89 0.83

エジプト 1.30 1.13 0.81

オマーン ― ― ―

カタール ― ― ―

クエート ― ― ―

サウジアラビア ― 0.74 ―

シリア 0.77 1.00 0.53

スーダン ― ― 1.12

チュニジア 1.09 1.20 1.79

トルコ 0.93 0.79 0.87

バハレーン 0.60 0.45 0.50

パレスチナ ― ― ―

モロッコ 1.20 1.37 1.63

モーリタニア ― ― 0.71

ヨルダン 0.73 0.85 1.55

リビア ― ― 0.44

レバノン ― ― ―

出典:国連開発計画『人間開発報告書 2009』（阪急コミュニケーションズ）
　　 2010年、pp.195〜198をもとに筆者作成。

中東・北アフリカの国名 調査年
所得または消費に占める割合（%） ジニ

係数最貧層
10％

最貧層
20％

最富裕層
20％

最富裕層
10％

アラブ首長国連合 ― ― ― ― ― ―

アルジェリア 1995 2.8 7.0 42.6 26.8 35.3

イエメン 1998 3.0 7.4 41.2 25.9 33.4

イスラエル 2001 2.1 5.7 44.9 28.8 39.2

イラク ― ― ― ― ― ―

イラン 1998 2.0 5.1 49.9 33.7 43.0

エジプト 1999 〜 0 3.7 8.6 43.6 29.5 34.4

オマーン ― ― ― ― ― ―

カタール ― ― ― ― ― ―

クエート ― ― ― ― ― ―

サウジアラビア ― ― ― ― ― ―

シリア ― ― ― ― ― ―

スーダン ― ― ― ― ― ―

チュニジア 2000 2.3 6.0 47.3 31.5 39.8

トルコ 2003 2.0 5.3 49.7 34.1 43.6

バハレーン ― ― ― ― ― ―

パレスチナ ― ― ― ― ― ―

モロッコ 1998 〜 99 2.6 6.5 46.6 30.9 39.5

モーリタニア 2000 2.5 6.2 45.7 29.5 39.0

ヨルダン 2003 〜 03 2.7 6.7 46.3 30.6 38.8

リビア ― ― ― ― ― ―

レバノン ― ― ― ― ― ―
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1.本論の分析課題

　農家は家計（消費経済）の基礎単位であり、同
時に農業経営（所得経済）の基礎単位でもある。
消費と生産をともに行う生活経済の基礎単位であ
るともいえよう。
　この両者が混在する農家経済を、家計と経営に
理念的に分離した上で、それぞれの経済的な仕組
み、両者の間の経済的な関係の把握に努めてきた
のが、京大式の農業経営経済学である1。
　著者はその農家経済経営の基礎概念や、それ
に沿って作成された農家経済簿を参考にして、タ
ンザニア北部・キリマンジャロ山の西斜面（標高
約1,500 ～ 1,700メートル）にあるルカニ村（人口
1,482名、世帯数355戸のチャガ人の1農村）にお
いて、農家経済経営調査（参与観察、聞き取り調
査、現金現物日記帳の記帳）を行った。本論ではま
ず、その分析結果の要点を整理するかたちで、ルカ
ニ村における平均的な農家経済経営の構造を明
示する。
　次に、主にコーヒー業界での聞き取り調査をもと
に、コーヒーの価格形成の仕組みを明示する。最後
に、農家経済経営の構造と価格形成の仕組みを照
らし合わせることで、これまで何度も世界中で社会
問題とされてきた、コーヒーの激しすぎる価格変動
が2、「キリマンジャロ」コーヒーの小規模生産者の
経営・家計・生活に与える影響について解明する。
さらには、キリマンジャロ山中における望ましい農
村発展のあり方についても議論する。

　これらの多様な農畜産物は、「男性産物」と「女
性産物」の大きく2つに区分される。コーヒー、ト
ウモロコシ、牛、羊、やぎは「男性産物」、バナナ、豆
類、芋類、果物類、ニワトリ、さらには牛とやぎの乳
は「女性産物」である。
　両者を分かつのは、特に経営目標と販売代金の
支出費目（家計との経済関係）の違いである。それ
らが明らかに異質であるため、1つの農業経営体
が、経営管理・行動を異にする2つの経営部門に
分割されていると理念的にとらえたい。（図1）

（2）「女性産物」部門の経営目標と
家計との経済関係

1）「女性産物」と家計安全保障

　女性が主体的に販売できる「女性産物」は、自
家消費（農産物家計仕向）と少額の現金収入のた
めの農畜産物である。その販売代金は、自家生産
できない農畜産物や日用品の購入のために、すな
わち生活必需品費として支出される。
　そのため下記のように、本部門における経営行
動については、年間を通して、生活必需品をいかに
確保するかに重点が置かれる。つまり最低限の家
計水準を維持する家計安全保障が、「女性産物」

2.ルカニ村における
	 農家経済経営の構造

（1）�２つの経営目標：
�「男性産物」と「女性産物」の経営部門
　
　ルカニ村民は一般的に、山中にある家屋を取り
巻く家庭畑と、山麓にある草原を開墾した「下の
畑」の２つの畑を持つ。従来より、家庭畑ではコー
ヒー、バナナ、芋類、果物類などの栽培と、牛、羊、や
ぎ、ニワトリなどの飼養がなされ、「下の畑」ではト
ウモロコシ、豆類、ヒマワリなどの栽培が営まれて
きた。

部門の経営目標となっている。

2）バナナ・牛乳の財布機能

　近年、牛の品種改良が進み、搾乳率が大きく高
まった。また分娩期が異なる2頭の雌牛の飼養に
より、年間を通した搾乳が可能になっている3。さ
らにチャガ人の主食であるバナナの木（正確には
多年草）は、家庭畑に数え切れないほど植わって
おり、しかも栄養繁殖する。つまり親株の根本（根
茎）から、子株が自然に生え出て育つ。これらは基
本的に自家消費用であるが、最近は販売量が増え
ている。
　バナナ・牛乳の販売先は、徒歩で約1時間半の
ところにある、地元の青空市場である。そこでは販

キリマンジャロの農家経済経営と
コーヒーの役割：価格変動と農村発展
京都大学農学研究科 准教授

辻村 英之
Hideyuki Tsujimura 

図１ ルカニ村における農家経済経営構造の概念図

研究発表論文 キリマンジャロの農家経済経営とコーヒーの役割：価格変動と農村発展a research 
            paper

「下の畑」

家庭畑

バナナを日陰樹としたコーヒー生産（後方はキリマンジャロ山）
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2）コーヒーの販売先：グローバル市場への従属

　トウモロコシはバナナに次ぐチャガ人の主食で
あり、近年まで「女性産物」であったため、現在で
も家計安全保障を志向する特性を残している。し
かし特に豊作の時は、高価格での販売を追求し、
互酬性圏外にある街の市場へ出荷している。
　その一方で、従来から最大の現金収入源であり
続けているコーヒーについては、自家消費はまれで、
しかもほとんどが輸出用である。そのためコーヒー
部門は、家計安全保障や互酬性を重視する価値観
に強く制約されず、利益の最大化が追求される。
　村民によるコーヒーの出荷先は、自らが組織する
協同組合か、多国籍企業との関係が深い民間流通
業者である。その後、競売所で輸出業者（多国籍
企業）に販売された後、先進消費国へ輸出される。
　このコーヒーの販売先であるグローバル市場
は、WTO体制の下で、市場メカニズムを尊重する
価値観に染まっている。同市場におけるコーヒーの
価格形成の仕組みや価格変動が激しくなる理由に
ついては、次節で説明する。

（4）「男性産物」部門と
「女性産物」部門の補完関係

1）5層構造の農林複合経営

　以上のように、ルカニ村においては農業経営体
が、開発・利益追求を経営目標とする「男性産物」
部門と、家計安全保障を経営目標とする「女性産
物」部門に、明確に2区分されている。しかし家庭
畑におけるそれぞれの生産方法に目を向けると、
両産物の補完関係（図1の両部門が重なる部分）
が浮かび上がってくる。
　直射日光を嫌うコーヒーの木に対して、日陰を与
えているのは、疎林を構成する高木・中木、果樹、
バナナの木である。その中で、キリマンジャロ山中
に昔から自生する豆科の高木「ムルカ」は、畑の地
力維持・水分保持に強く貢献すると理解されてお
り、どの畑にも数本を確認できる。さらにコーヒー
の木の根元には、芋類と豆類が混作されている。

　このようにルカニ村民は、家庭畑の面積（横の
空間）が限られていることもあって、縦の空間を①
疎林（高木・中木）、②果樹、③バナナ、④コーヒー、
⑤芋類・豆類、の５層の構造とし、効率的に利用し
ている。

2）農林畜複合経営と環境保全

　この農林複合経営には、畜産が相互補完的に組
み合わされている。家畜のふんは堆肥化され、バナ
ナやコーヒーの木の根元に施肥される。さらにバ
ナナの葉や牧草などが、家畜の飼料とされ、ここに
複数の産物が強い補完関係を持つ、農林畜複合
経営のシステムが完成する。
　以上の説明から、「男性産物」であるコーヒーの
木に対して、「女性産物」であるバナナや果樹、そし
て疎林や堆肥（家畜のふん）などが養分や水分を
提供するという補完関係を確認できる。これらが地
力の消耗を補うことで、高価な化学肥料を利用しな
い、低費用でのコーヒー生産が可能になっている。
　このようにルカニ村におけるコーヒー生産は、大
農園における近代的生産のように森林を完全に開
墾するのでなく、それを疎林として残し、その高木・
中木を日陰樹（シェイド・ツリー）として活用してい
る。環境保全的な生産方法として注目されている、
「アグロフォレストリー」に近い。

（5）農家経済経営構造と
コーヒーの価格変動

　以上のようにルカニ村における農家経済経営の
構造を把握できれば、コーヒーの価格変動が村民
の経営・家計・生活に与える影響を、分析すること
が容易になる。
　コーヒーの国際価格（先物価格）の下落と、生産
者価格の下落は連動するが6、その結果、まずは農
業経営、そして社会開発や拡大家族間での相互扶
助が難しくなる。次に教育・医療費を捻出できなく
なるが、村民はコーヒー販売の最大の役割を、教育
経費の確保と考えており、彼らのコーヒー生産の意

売収入の確保より、その現金で食料や日用品を買
い物する方が重要である。市場へ持参するバナナ・
牛乳の量は、その日に予定する買い物の額から逆
算して決める。出荷できるバナナがない時には市
場に行けないという。
　このようにバナナ、次いで牛乳は、女性の「財
布」の役割、つまり生活必需品の買い物の際に常
に持参する、小額現金の「入れ物」の機能をはたし
ている。

3）食料保障機能と家計安全保障

　バナナと牛乳は１年中、消費が可能である。とは
いえ主食のバナナは、乾季の７月半ば～10月半ば
に収穫量が減る（干ばつ時に絶対的に不足するこ
ともある）。ところがその時期は、準主食であるトウ
モロコシの収穫期（7～ 9月）と重なっている。トウ
モロコシと豆類はドラム缶などで保管され、やはり
年間を通した消費が可能になっている4。芋類につ
いては、8～ 9月が食べ頃だが、畑に埋めておいて、
1～ 3月の食料不足時に消費されることも多い。卵
も毎日、確保できる。
　このように「女性産物」を主体として、年間を通し
て食料を十分確保する工夫がなされている。この
食料保障機能、さらには相互扶助システムの相乗

作用により、家計安全保
障が実現している。

4）互酬性圏にある販売先

　上記のバナナ・牛乳の
販売先である地元の青空
市場は、互酬性圏内にあ
り、そこでの取引には相互
扶助の価値観が残存して
いる。高く吹っかけて利益
を追求することはあまり
せず、親しい者には販売物
をおまけしたり、困窮して
いる者には安めに売るこ
ともある。そのためこの地

域で最低水準の、比較的安定した価格の市場が
実現している5。
　「女性産物」は利益最大化でなく、家計安全保障
を追求するものである。互酬性圏内への販売によ
り、市場価格の不安定さから家計を切り離すこと
が望ましい。

（3）「男性産物」部門の経営目標と
家計との経済関係

1）「男性産物」と開発・利益追求

　コーヒーやトウモロコシをはじめとする「男性産
物」の販売は、多額の現金収入につながる。そして
その販売代金は、次年度の農業経営費（純収益→
資本→農業経営）と家屋建設費（純収益→財産）
に加え、家計費の中の教育・医療費（純収益→教
育・医療サービス）として支出される。
　それらから医療費を除いた費用を、村民は「進
歩・開発」のための支出だととらえており、そのため
「男性産物」を、開発や利益の追求のための農畜産
物だと位置づけている。さらにそれらを差し引いて
も現金残高がある場合、拡大家族の間の相互扶助
システムや、村・教会が主導する社会開発プロジェ
クトが支出先となる。
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ヨークのコーヒー先物市場で決まる価格（本論で
はニューヨーク先物価格と略称する。コーヒー業界
においてはこれを国際相場、国際価格と呼ぶ）を基
準・指標とし、当該豆の品質や供給量、そして輸出
入業者間の力関係に沿って割増・割引する〕という
公式に沿って決まる。
　そのコーヒーの基準価格・指標価格となる、
ニューヨーク先物価格の最重要な変動要因とし
て、ブラジル（世界の輸出量の約3割を占める）に
おける「①産地の天候」→ブラジルの「②生産・輸
出量」というファンダメンタルな（需給関係に関連
する）要因と、それに反応する「③投機家の動向」
という非ファンダメンタルな要因を挙げることがで
きる。短期的変動の場合は、「①ブラジルの天候→
②生産・輸出量」より「③投機家の動向」の要因の
方が優勢となり、中長期の場合は「①→②」の要因
の方が優勢となる。
　短期の場合はもちろん、「投機家の動向」によっ
て、ブラジル産豆供給量では説明できない複雑な
動きが生じてしまう。ファンダメンタル要因が優勢
となる中長期の場合であっても、同豆の供給量に
沿った変動を「投機家の動向」が激化してしまうこ
とがある（実際の供給量で理解できる以上の暴
騰・暴落）。
　先物価格の暴騰・暴落はそのまま貿易価格の
乱高下となり、生産者サイドも消費者サイドも激し
い価格変動に悩まされる。

（3）「投機家の動向」と
価格の異常・過剰変動
　
　この「投機家の動向」が、異常・過剰な価格変
動を導いてしまう構造を、オルレアンは「コンヴァン
シオン（共有信念）」（集団に共通の参照基準）の概
念で説明している。
　全員に承認された確固たる「共有信念」を市場
参加者たちが維持している限りは、彼らの行動は
その客観的な（集団外にある）参照基準に方向づ
けられるため、取引は連続的、安定的になる。価格

変動も正常に（たとえばファンダメンタルな要因に
沿って）、安定的に推移する。
　しかし「共有信念」に対する懐疑心が生じると、
一部の市場参加者が自信を失い、他の参加者の意
見・行動についての予測をもとに戦略的に行動し
はじめる。異常・過剰な価格変動が導かれてしまう
のである。さらに「共有信念」が崩壊すると、参加者
たちは不安にかられ、その戦略的行動が一般化す
る。すべての参加者が、彼らの平均意見・行動につ
いての高次元の予測をもとに行動するようになる。
その結果、不確実で自己（集団内）言及的な行動と
なり、天上・底値もみえないままで、急激な価格暴
騰・暴落の危機が生じるのだという7。
　ニューヨークのコーヒー先物市場においては、
「①ブラジルの天候→②生産・輸出量」による価格
変動が、投機家たちの「共有信念」になっている。
もっと具体的にいえば、「ブラジルにおける生産量
が平均的であれば、世界全体のコーヒー供給量は
過剰であり、価格は低迷する」という「共有信念」を
持っている。そのため、ブラジルの天候が正常であ
れば、投機家たちは低価格で安定するだろうコー
ヒー先物には目もくれず、価格変動の大きい商品や
金融の市場を飛び回って、価格差益を追求する。
　しかしブラジルにおける降霜や干ばつの可能性
が生じると、投機家たちが先物市場に参加しはじ
め、異常・過剰な価格変動がはじまる。さらに天候
異常が現実になると、実際の生産減・価格上昇の
程度について予測できずに不安に駆られ、ヘッジ
ファンドをはじめとする巨大投機家の背中を追い
かけるかたちで、莫大な数の投機家がコーヒーの
先物取引に参入する。価格が急騰するのである。

（4）当該豆供給実勢と投機家の影響
　
　強い投機性の下では（特に「共有信念」弱体化
の局面において）、世界全体の需給実勢はもちろ
ん、ブラジル産豆の供給実勢についても、それらを
正確に反映するニューヨーク先物価格の実現は、
奇跡に近い。偶然、それが実現していたとしても、

欲が大きく減退することになる。
　それでも「女性産物」によって、最低限の家計水
準が下支えされることは重要である。しかしコー
ヒー生産を断念した場合、同時に日陰樹が伐採さ
れ、「女性産物」バナナの木の数が減少したり、森
林が破壊される可能性がある。
　その一方で、国際価格の上昇やフェアトレードの
結果、コーヒーの生産価格が上昇すれば、村民の
経営・家計・生活について、上記の逆の影響が生
じるのである。

3.コーヒーの価格形成の仕組み：
価格変動の要因

（1）コーヒーの南北問題と価格形成

　植民地支配の下で、多くの途上国が否応なしに、
コーヒー生豆の安価な供給地とされ、そのおかげ
で先進国における安いコーヒー飲用が可能になっ
た。コーヒーが南北問題を象徴する産品だといわ
れるゆえんである。
　このような先進国に有利な国際経済秩序に対し
て、途上国政府が異議申し立てを行い、その公正
化を求めたのが南北問題運動であった。コーヒー

については、1962年に国際コーヒー協定が締結さ
れ、価格が安定帯（第4次協定（1983 ～ 89年）に
おいては120 ～140セント／ポンド））を下回らない
よう、加盟生産国に対して輸出量の制限を課す、輸
出割当制度がそなえられた。
　しかし同制度は、南北問題運動の衰退、GATT
体制の強化（WTO体制の確立）による農産物価
格支持政策の嫌悪、などが原因となって、1989年
に停止した。
　下支えの仕組みを失ったコーヒー価格は、その直
後から低迷傾向に陥った。特に2001～ 02年にか
けて、ブラジルの豊作とそれにともなうニューヨー
ク取引所からの投機家流出を主因とし、国際価格は
「史上最安値」の水準にまで落ち込んだ（最低時に
は41.5セントまで降下・図2）。「世界の2,500万人の
コーヒー生産者が貧困にあえぐコーヒー危機」とし
て、世界中で大きく報道されたのである。

（2）貿易価格形成の仕組み：
基準価格としてのニューヨーク先物価格

　コーヒー生豆（主にレギュラー・コーヒーに利用
されるアラビカ種で、「ブルーマウンテン」などの希少
価値が著しい銘柄を除く）の貿易価格は、〔ニュー
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減は、ルカニ村においては、
まず次年度の農業経営費に
影響を及ぼす。しかし上記の
ように、高価な化学肥料を利
用しない低費用でのコーヒー
生産が可能になっており、経
営費のほとんどは農薬費であ
る。それを削って経営費をゼ
ロに等しくし、何とかコーヒー
生産を持続させている村民も
少なくない。
　しかし病虫害が流行し、収
穫量と品質が大きく低下して
いる。生産意欲も減退し、他
産物（特にトウモロコシ）の
生産や、街への出稼ぎに力を入れる村民が増えて
いる。
　しかしながら、コーヒーを超える魅力的な換金作
物は容易にはみつからず、また街におけるフォーマル
部門での雇用は困難である。

（2）農林畜複合経営の危機：
環境保全面の危機
　
　その結果、森林破壊が進展してしまった。
　街での雇用に恵まれない一部の若者が、現金の
必要性に駆られ、家庭畑にとって大切な「ムルカ」
を含む高・中木を積極的に伐採し、街の材木店に
販売するようになった。
　また下記の家庭畑へのトウモロコシの侵出につ
いても、家庭畑全体をトウモロコシ用にしてしまう
事例が目立つようになった。その場合、コーヒーだ
けでなく、樹木やバナナまでも伐採し、直射日光を
トウモロコシに当てることが優先される。やはり森
林破壊が促されてしまうのである。
　農林畜複合経営の持続が危うくなっている。複
数の産物の補完関係が崩れつつあり、地力の大幅
な減退が危惧される。

（3）教育・医療費への影響：
教育・保健面の危機
　
　子供たちは、進学の断念や休学を余儀なくされ
た。また保健衛生面についても、村唯一の診療所
における診察をできる限り避けたり、診察を受け
ても支払いができない状況になった。出稼ぎが進
んでさらに利用者が減り、診療所は閉鎖に追い込
まれてしまった。

（4）食料保障機能への影響：
家計安全保障面の危機
　
　「男性産物」コーヒーの販売収入の激減は、それ
に次ぐ「男性産物」トウモロコシのみならず、「女性
産物」にも影響を与えはじめている。
　トウモロコシは近年まで、「女性産物」とされてき
た。また現在も、基本的には自家消費用のままで
ある。しかし今や、収量の高いハイブリッド種の利
用、化学肥料の投入、余剰の販売が進展し、換金
作物の性格も帯びるようになった。「男性産物」だ
とみなされるようになったゆえんである。
　さらに「下の畑」でのみ生産されていたトウモロ
コシが、上の家庭畑へ侵出してきた。利益を得られ

ブラジル以外の国で生産されたコーヒー豆の供給
実勢は、その先物価格、ひいては当該豆の貿易価
格の水準に影響を及ぼさない。「キリマンジャロ」や
「モカ」のように、日本では十分に差別化されていて
も、供給実勢が貿易価格に影響を及ぼさない状況
は同じである。
　ただ当該豆の供給実勢は、割増・割引の部分に
反映する。しかしその額は、多くても貿易価格の1割
を占めるに過ぎず、全体の水準を動かす力にはなら
ない。同じ理由で、多国籍企業の高い市場シェアや
強い取引力も、貿易価格の統制力にはつながらな
い。コーヒーの場合は、流通・貿易業者よりも投機家
の方が、価格水準に大きな影響を及ぼすのである。
　結局、世界の輸出量の1％にも達していないタン
ザニア産豆の生産者が、十分な利益を得るために
は、約3割の輸出量を誇るブラジルにおける、降霜
や干ばつによる凶作を待ち望むしかない。

（5）2000年代後半の価格上昇とその要因
　
　ところが「コーヒー危機」を経て、価格変動の様
相やその変動要因が異質になったようにみえる。
2004年末からコーヒーの国際価格（先物価格）が
上昇し、5年間、100 ～ 150セント／ポンドの高
めの水準で安定的に推移（ただし2008年には、
169.6セントまで上昇）した後、2010年半ばから再
び上昇し、2011年5月には300セントを超える高
騰となった。コーヒー危機時の7倍以上に跳ね上
がったことになる。
　「コーヒー危機」によって、タンザニアのキリマン
ジャロ山中のような、生産性は低いが高品質なコー
ヒーを生産できる産地において、コーヒー栽培を断念
する生産者が増えたことも、その1要因であろう。また
ブラジルに次ぐ第2位の生産国コロンビア（同じく高
品質コーヒーの生産国）の減産も要因の1つである。
　しかし最大の要因は、需給関係におけるブラジ
ルの位置の変化だと考える。従来は価格上昇にと
もないブラジルで増産が進み、2年後には下落す
るという「コーヒーサイクル」が続いてきた。しかし

ブラジルにおける経済発展やバイオ燃料用農産物
などの普及により、コーヒー以外に利益を得られ
る産業や農産物が増え、価格が上昇しても慌てて
コーヒーを増産する必要がなくなった。
　またブラジル国内のコーヒー消費量、しかも上質
な輸出規格品の消費が急増していることも重要で
ある。ブラジルのコーヒー生産量が増加しても、そ
れがそのまま輸出量の増加につながらない構造が
できあがりつつある。
　以上のように、「①ブラジルの天候→②生産・輸
出量」の変動要因が弱まっている。そして同国自身
や、中国、ロシアなどの新興消費国の台頭で、需要
量の増加が国際価格を動かす新しい局面が生じ
ているようだ。
　その一方で「投機家の動向」は、より強い価格
変動要因になっている。2010 ～ 11年の価格高騰
については、世界的な金融緩和でふくらんだ投機
資金が先物市場に流れ込み、ブラジルでの増産
にもかかわらず、異常な高価格を導いてしまった。
2008年と10～11年の価格高騰はともに、原油、ト
ウモロコシ、小麦などの一次産品の価格高騰と連
動しているが、コーヒーを含むそれら一次産品に
分散投資するインデックスファンド（CRB指数な
どの一次産品価格の代表的インデックスに採用さ
れている複数の商品に投資し、指数の値動きに連
動する運用をめざす投資信託など）の成長が、その
理由であるようだ。
　すなわち投機家たちは、ブラジルの生産量でな
く、新興消費国の消費量、原油をはじめとする一次
産品の価格変動に注目するようになっている。こ
れまでの供給量のみでなく需要量による変動、そ
して他の一次産品価格との連動が、投機家による
コーヒー先物取引の「共有信念」になりつつある。

4.コーヒー危機の影響

（1）農業経営費への影響：経済面の危機
　
　コーヒー危機にともなうコーヒー販売収入の激

研究発表論文 キリマンジャロの農家経済経営とコーヒーの役割：価格変動と農村発展a research 
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支えしようとしている）、それだからこそ、彼らが統
制できる、「女性産物」による最低限の生活（特に
食料消費）水準の下支え機能を、より重視すること
ができるのである。

（2）望ましい農村発展のあり方：
換金作物と自給作物のバランス
　
　3年前に横浜で開催された第4回アフリカ開発
会議において、農業の開発・援助をめぐっては、「経
済成長の加速化」の課題の下に位置づけられたこ
ともあり、食料増産・農業生産性向上・農業競争
力強化の議論が中心になった。そのためアジアに
おける緑の革命の成功例（高収量品種の普及によ
る生産性の引き上げ）を、アフリカに適用すべきこ
とが強調された。またタンザニアにおいては、「農業
部門開発戦略」「農業部門開発プログラム」によっ
て、生業農業の商業化が重視されている。
　しかしながら本論で明らかになったように、キリ
マンジャロの農家経済経営においては、利益追求

注）

1　�詳しくは、大槻正男著作集刊行委員会編『大槻正男著作集　第1巻　農業経営論Ⅰ』楽游書房、1977年、菊池泰次『農

業会計学』明文書房、1986年、辻村英之「タンザニア農村における貧困問題と農家経済経営―コーヒーのフェアトレード

の役割―」野田公夫編『生物資源問題と世界』京都大学学術出版会、2007年、67～ 98ページ、等を参照されたい。

2　�詳しくは、ニーナ・ラティンジャー／グレゴリー・ディカム（辻村英之監訳）『コーヒー学のすすめ―豆の栽培からカップ１

杯まで―』世界思想社、2008年、等を参照されたい。

3　�詳しくは、辻村英之「キリマンジャロにおける牛の飼養・販売の特質―農家経済経営リスクと家計安全保障―」『生物資

源経済研究』第16号、2011年、95-113ページ、を参照されたい。

4　�詳しくは、辻村英之「キリマンジャロにおけるトウモロコシ・豆の生産・販売の特質―コーヒー危機にともなう商品作物の

多様化と家計安全保障―」『生物資源経済研究』第12号、2007、73 ～ 86ページ、を参照されたい。

5　�詳しくは、辻村英之「キリマンジャロの社会経済構造と地域経済圏」『生物資源経済研究』第13号、2008、51～ 67ページ、

を参照されたい。

6　�多国籍企業による買い叩きとそれに対抗できる農協の弱体化が原因であるが、それは生産から消費までの取引の詳細を

解明するフードシステム分析の結果、明らかになったことである。下記の価格形成の仕組みの詳細についても、詳しくは、

辻村英之『おいしいコーヒーの経済論―「キリマンジャロ」の苦い現実―』太田出版、2009年、辻村英之『コーヒーと南

北問題―「キリマンジャロ」のフードシステム―』日本経済評論社、2004年、を参照されたい。

7　詳しくは、アンドレ・オルレアン（坂口明義・清水和巳訳）『金融の権力』藤原書店、2001年、を参照されたい。

8　詳しくは、辻村英之『おいしいコーヒーの経済論―』、を参照されたい。

と並んで、食料消費・家計の安全保障が重視され
ている。後者は同会議において、「経済成長の加速
化」とともに重点事項とされた、「人間の安全保障」
にとって重要である。そしてそれらの安全保障は、
農業の多様性（多様な産物・品種の混作、複合経
営）によって支えられている。
　高収量品種や換金作物が重視されすぎて、その
単作化が進んでしまうと、キリマンジャロ山中で確
認できたような、タンザニアの小農民が持つすぐれ
た家計安全保障制度が破壊されかねない。
　さて以上のように、「男性産物」と「女性産物」を
明確に区分にするのが、キリマンジャロの農家経
済経営の特質である。利益を追求する「男性産
物」（主に換金用）に特化することなく、家計安全
保障を追求する「女性産物」（主に自給用）とのバ
ランスを重視し、自らが統制できない経営環境・
社会経済の変動に応じて、そのバランスを調整し
ていくことが、望ましい農村発展のあり方であると
考える。

ないコーヒーの老木を伐採し、その跡地にトウモロ
コシが植えつけられている。その場合、上記のように
コーヒーの日陰樹であるバナナも伐採されてしまう。
　このようなコーヒーの販売収入減を補うための
努力が、バナナと牛乳をはじめとする「女性産物」
において過剰に進むと、食料保障機能が弱体化し
てしまう危険がある。
　実際、バナナについては、特に価格上昇時になる
と、3～4グループの仲買人が入れ替わり村に現れ、
ほぼ毎日、軽トラックの荷台いっぱいのバナナを村
から持ち出してしまう。そして村民はその販売代金
を、薬代などの医療費の一部に充てはじめている。
　自家消費用のバナナはしっかり確保されている
というが、今の勢いで仲買人の購入が進み、そして
上記のようにコーヒーの日陰樹としてのバナナが減
り、かつ干ばつが生じた場合、これまで経験したこ
とがない、主食バナナの不足が懸念される。

5.むすび：価格高騰の影響と
望ましい農村発展のあり方

（1）価格高騰の影響：投機家が決める
キリマンジャロ住民の教育・保健水準
　

　その後の国際価格の高
騰、そしてルカニ村におい
ては、フェアトレード・プロ
ジェクトによる生産者価格
引き上げの試みもあり8、急
速に生産意欲が回復して
いる。しかし「コーヒー危
機」で、コーヒーの木の数や
収穫量が半減してしまった
（70年代の最盛期に比べる
と10分の1以下）。せっかく
の高い生産者価格も、高い
販売収入につながらず、村
民たちは大慌てでコーヒー
の苗木を植えはじめてい

る。その日陰樹として、バナナの苗木も同時に植え
られている（樹木の増加は確認できない）。
　しかし干ばつの影響もあって、なかなか「コー
ヒー危機」以前の収穫量に戻らず、出稼ぎで村を離
れた若者たちが、惹きつけられるに至っていない。
またトウモロコシ価格も上昇しているため、その生
産を大幅に減らすことはなく、バナナ、トウモロコ
シ、コーヒー苗木が入り交じって栽培される、目新
しい家庭畑の景観が生じつつある。
　以上のように、農家経済経営の構造とコーヒー
の価格形成の仕組みを解明したことで、「風が吹
けば桶屋が儲かる」のごとく、「投機家の動向」が、
キリマンジャロ山中における、コーヒーの持続的生
産、森林保全、住民の教育・保健水準に、決定的な
影響を及ぼすことがわかった。そして「投機家の動
向」を方向づけるのは、従来から「ブラジルの天候
→生産・輸出量」であり続けたが、近年は新興消
費国の消費量、原油をはじめとする一次産品の価
格変動も、投機家を動かすようになっている。
　いずれにせよ、それら農家経済経営の成果を左
右する決定的な要因は、小規模生産者・経営者が
全く統制できないものである。キリマンジャロ住民
の教育・保健水準は運任せということになるが（ル
カニ村においては、フェアトレードがその水準を下

研究発表論文 キリマンジャロの農家経済経営とコーヒーの役割：価格変動と農村発展a research 
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　ここで紹介するのは、本誌の前号（3月発行）に
「アフリカに生きる」を執筆した、おぎぜんた氏の詩
集「アフリカの日本難民」である。作者の経歴と近
況については、詳しくは本誌前号を参照願いたい
が、ソマリアなどでの農業協力経験を経て、今はケ
ニアに住む農業専門家である。作者は、詩という形
式により、現代アフリカの、主として都市の現実の
さまざまな情景―貧しさ、争い、匂い、強盗、犯罪
者、底辺の女などを切り取って提示する。それらは
次々に眼前に展開される光景や、スラムの路地裏
に存在する状況であり、同情や理解などが追いつ
かないような苛酷な現実が次々に描写されていく。
（3月号の記事中にも、この詩集の2つの詩「黒人
の唄」と「日本難民」が、いずれも一部のみではあ
るが紹介されている）

　この詩集をひもとく読者がいきなり直面するの
は、現代のアフリカ（それはケニアと思われるが、
他の国にも存在しうる状況であり、ケニアに限った
ことではないだろう）のそこかしこに繰り広げられ
る、アフリカ人たちの圧倒的な「生の営み」の断面
である。精神病院から出てきた男、田舎から上京し

これがアフリカの都市で生活を始める、特に学問
も技術も持たないアフリカ人庶民の「普通」に近い
住居の状態であり、長屋状態の数室が一つの屋根
の下にありそこに数家族がめいめい一室を持って
いる。背後には共同トイレとコンクリート床（そこで
煮炊きや手洗いの洗濯が可能）がある。各部屋を
覗くと、ほとんどベッドと衣類を入れた荷物少々し
か無い。そういう長屋の生活から這い上がってい
き企業の社宅や公営住宅に入ることも可能ではあ
ろうが、現実には難しい。

　作者はまた、政治的・社会的な現象をも写し取っ
て淡 と々示していく。…国民を軽視する政治家と
彼らが乗り回すベンツを妬む国民、ビスケット1枚
を盗もうとして殺された男、暴動参加者を殺す警
官、選挙問題が発展して惹起される集団間の実力
行使、安い工賃で黙 と々働く男たち、地雷を踏んで
大怪我をした少年、外国からの援助に頼り、真に
国民のために努力しようとはしない大臣たち、集団
間の争いで家を失い、いつまでもテント生活から抜
け出せない家族の苦しみなど。

　
　一般的には「負の要素」と考えられる、このよう

たもののスラムを抜け出せない若い女、強盗団、暴
行、旱魃、怪しげな占い師、シンナー中毒の若者た
ち、男と戯れる女たちと彼女らを検挙しようと追い
回す警官…。それらはもちろん先進国にも存在しう
るものではあろうが、これほど判然と、無秩序な形
で次々に示されることは少ないだろう。

泥の上の

「生」のざわめき

「生」のはなやぎ

泥の中の

「生」のかなしみ

ジェーン一家の部屋はベッド二つで

もうスペースはない

子供三人と妹の五人で暮らしている

トイレもキッチンもない

床には水が滲み出ていた　「泥の道」（一部）

　
　トイレもキッチンも無い「住居」があるだろうか？
と普通の住宅に住む人は疑問を持つだろうが、こ
のような住居はアフリカの都市に多数存在する。

な貧しさと無秩序、生の混沌の中で、それでも人々
は生きていく。「逞しく」とは言えないかも知れない
が、ともかく生き続ける。それらの「生」の像を作者
の目が追っていく。

　　
“事業に失敗しても

出来の悪い子どもでも

カカアが逃げ出しても

死ぬときも

脳がからっと晴れるほど

笑っている”　　　　「笑うやもり」より（一部）

　　　

元・明海大学講師

鈴木 優梨子
Yuriko Suzuki

日本人の目に映るアフリカの
「生」の混沌と輝き
『アフリカの日本難民―おぎぜんた詩集』
（株）コールサック社 2010年
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■アフリカの都市の現実
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アフリカ人から見ると、「おれ」も白人同様の「金を
持つ人 」々に分類される存在に過ぎない。自分は日
本という祖国を離れて、日本人としても義務も果た
していないし、また日本から保護もされていない、
と感ずる作者は、自らを「日本難民」と表現する。

アフリカに住むこと、そしてそこで詩を書くこと

は僕にとってどんな意味があるのか？

それは生の時間を遅らせて、僕自身の歩調をこ

の国のスピードに合わせること、僕自身がゆっ

たり息の出来るスピードに持ってゆくことで、自

分を問い直すことだと今は思っている。そしても

う一つが、日本では常に感じている「存在の

罪悪感」や「離人感覚」をここでは解放し、自

己を飛翔させることが出来るからだと考えてい

る。でもいつまで僕は「日本難民でいられるの

か」と自問の日々だ。　　　　（あとがきより）

　
　そして自己を「日本難民」と感ずる作者は、日本
の母への想いを2つの詩（「母の足を洗う」と「母

は何を」の中で綴る。アフリカの現実を追って行く
この詩集の中に突然現れる、日本の母への想い
は一見唐突に感じられるかも知れないが、これら
の詩の読者は、アフリカの諸相を列挙した中の詩
「ママアフリカ」（ケニア人の元留学生がアメリカで
45歳のとき車に轢かれて死亡したことがテーマと
なっている）の中の、死んだ男がアフリカの母を求
める叫びを想起するだろう。
　

ママアフリカ

魂となってしまった僕が漂っている場所はアフ

リカ。（中略）でも僕は小さすぎた。ママに逢う

にはどうしたらいいのか、ママをこの腕に抱き

しめるにはどうしたらいいのか分からない。生

きていたときにもっと触れておけば良かったマ

マの体温。大地の音。天の声をこの「耳」で聴き

たい。　　　　　　　（ママアフリカ、一部）

　

　アフリカで見るさまざまな「生」の模様も、また
自らを「日本難民」と感じる作者の心も、いずれも
「母たるもの」にたどり着いている。アフリカは「母
なるもの」とそれへの憧憬を感じ取る、大きな舞台
となっている。

“暗い過去とつらい現実と

未来の金塊のために

いつでも笑いが光りはじけ

笑いの中に世界が沈んでゆく

アフリカの熱風下では

もう笑うことしか残されていない”　「同前項」

　

　根源的な、どっしりとした「アフリカ」と「アフリ
カ人の逞しさ」も唄われる。

“彼女は文字を読めなかった

彼女は文字を書けなかった

しかし

彼女は豊穣の海を心に持っていた

そこには豊かな歴史があった”　

　　　　　　　　　「黒い大地」より（一部）

　
　その豊かさはどうして変容していったのか？アフ
リカと「西洋」との出会いが、「そのときから全てが
おかしくなった」として描写される。その邂逅は、そ
れ以後アフリカのゆっくりした歩みを駆け足に変

え、アフリカ人の歩み、生活態度や内在する固有の
テンポを乱していくものであった。

　　　
“彼らは

太古から

大地の歓喜を受け継ぎ

肉体の跳躍を継承したのに

今では

矛先のない絶叫を抑え　　

行き場のない怒りを相続している…”

　　　　　　「ジグソーパズル」より（一部）

　この詩集のタイトルは「アフリカの日本難民」で
ある。詩集の前半部は、作者の目に映るアフリカの
現実のさまざまな姿と社会事象が描写されていく
が、ではそれを見る側に立つ、作者（おれ）自身の
自意識はどのようなものか。アフリカの現実を見る
のが日本人たる自分である以上、無国籍的な立場
を取ることはできず、「自分と日本との関係」が次に
作家の関心の対象となる。作者は客観的に現代の
アフリカの生のさまざまな姿を写生し、寄り添うが

■「日本難民」（アフリカで日本人として生きる）

書 評

Book Review

■「母なるもの」を感じさせる舞台としての
　アフリカ
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2002年、ケニアで24年間続いたアレップ・モイ
政治が終わり、選挙で野党候補ムワイ・キバキ

が与党候補を破って大統領に当選した。翌年、新政
権は公約通り初等教育の無償化を打ち出す。独立
から39年目のことだ。
　導入された新政策のニュースを聞いて田舎の小
学校に詰めかけた大勢の親子の中に一人の老人が
いた。名前はキマニ・マルゲ、84歳。大統領からの
一通の手紙を読めるようになりたくて入学を願い出
たのだ。マルゲは1950年代にケニアの独立のため
に武装闘争に加わり、妻子を殺され、収容所で拷問
を受けた元マウマウ団の戦士だった。
　教育の機会を得なかった老人は、学校に断られ
ても、確かにラジオで“Education for All”と聞い
たと言って、通学条件のノートや鉛筆をそろえ、古
着でしつらえた制服を着、中古の靴を履いて何度も
やってくる。若いジェーン校長は他の教師の反対を
押し切って老人の入学を認める。

　マルゲは子供たちと次第に仲良くなり、学校は活
気が出てくる。しかし、初等教育は子供のものと考
える父母、視学官、中央政府とのトラブルに発展し、
ついにマスコミまで押しかける。マルゲを守ろうと
したジェーンは僻地トゥルカナ湖地方に左遷されて
しまう。ジェーンを取り戻し、学校を守るのは子供た
ちと不屈のマルゲだった。
　世界最高齢の小学生になったマルゲ（1920-
2009）の実話をもとに映画化され、ケニアで撮影さ
れた作品。地方の学校のようすのみならず、作品の
背景となる植民地軍によるマウマウ団掃討作戦、
今も残る部族間の確執も物語の展開に織り込まれ
ている。
　ケニアでは2003年に導入された初等教育無償
化により、純就学率は22%向上し76%になったと
される。また、2008年には進学率70%を目標に中
等教育無償化政策が打ち出され、教育レベルの向
上がはかられている。

元コンゴ民主共和国大使

高倍 宣義
Ambassador Nobuyoshi Takabe

映画紹介

『おじいさんと草原の小学校』
原題：“The First Grader”

■2010年/イギリス/103分/ 英語・スワヒリ語 ■監督：ジャスティン・チャドウィック ■脚本：アン・ピーコック
■音楽：アレックス・ヘッフェス ■出演：ナオミ・ハリス、オリヴァー・リトンド、トニー・キゴロギ
■公開：7月30日（土）より岩波ホール（東京）ほかにて全国順次 ■配給：クロックワークス

（C）2009 British Broadcasting Corporation, UK Film Council and First Grader Productions Limited.  All Rights Reserved. 
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