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₁．高まるアフリカへの関心

　アフリカに対する世界の関心が高まっている。
資源価格高騰下、その豊富な資源埋蔵量が注目
を浴びているだけではなく、資源価格高を背景
に、2002年以降、急成長しているアフリカ市場
が、忘れられていたフロンティア市場として見
直され始めたからだ。日本では5月にTICAD 
Ⅳ（第4回アフリカ開発会議）が開催され、7月
に開催された北海道洞爺湖サミットではアフリ
カ開発がメインテーマの一つとなった。この2
つの国際会議の意義と日本の取り組みについて
は、日本貿易会月報2008年4月号で特集が掲載
されているのでそちらを参照していただくとし
て、本稿は、一商社人のアングルとして直感的
な記述にとどまることをお許しいただきたい。

₂．官民連携による国際協力

　TICAD Ⅳでは、2012年までにアフリカ向け
ODAを倍増させることと、民間直接投資を促
進することが日本政府として公約され、そのフ
ォローアップのため8月末から9月にかけ、政官
民の貿易投資促進合同ミッション＊1がアフリカ
3地域に派遣された。言うまでもなく、日本政
府や商社の主要な関心事は鉱物資源にあるが、
フロンティア市場としてのアフリカに対する期
待も大きい。従来の単純な権益狙いや、単発的

なODA供与とは異なり、官民連携による産業
振興の重要性と有効性がクローズアップされ、
ODAによる開発投資とそれをベースにした民
間企業の貿易や直接投資の促進までを視野に入
れた取り組みとなっている。その狙いは、政官
民の合同によるミッションということで、アフ
リカ諸国にも理解されたのではないだろうか。
　こうしたアプローチの背景には、アジアにお
ける日本の官民による支援がその成長に大きく
貢献したという分析がある。80年代、90年代の
20年間、アフリカが飢えと貧困に苦しみ、内戦
の繰り返しという絶望的な状態に陥っていた
間、アジア諸国は奇跡的な発展を遂げ、世界経
済の成長エンジンになるまで成長した。経済産
業省の資料によれば、70年以降のODA投入額
は、アフリカとアジアではほぼ同額であったに
もかかわらず、アジア諸国（日本を除く）の
GDPが9倍に増加しているのに対し、アフリカ
諸国は3倍にしか増えていない。アジア諸国は、

「インフラ整備と人材育成を軸に」、自立的な発
展を遂げることに成功したが、その原動力とな
ったのは日本のODAによる投資環境の整備と、
それをベースとした日本をはじめとする海外か
らの直接投資の誘致であると分析されている＊2。
一方、アフリカへの欧米の支援は、財政支援、
エイズ対策、食料援助など、いわゆる問題対処
型の社会支援に向けられたため、自立的な経済
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発展にはつながらなかった。

₃．ODAによる開発投資を通じた
　　フロンティア市場形成

　アフリカの開発投資は、企業にとっては新し
いフロンティア市場の創出であり、ODAによ
るインフラ整備と民間セクターを通じた産業振
興という経済成長のパターンが、アフリカでも
展開されつつある。2005年に英国のグレンイー
グルズ・サミットでMDGs（ミレニアム開発目
標）が掲げられ、2010年までにODA年間総額
を500億ドル増額し、そのうち250億ドルはアフ
リカ向けとすることが国際公約とされた。かつ
ての宗主国としてアフリカに知見を持つEU諸
国は、 アフリカ向けODAを2005年度までに
2001年度の2〜3倍に増加させており、この開発
を下に通信業などの民間企業もアフリカ進出を
果たしている。さらに中国やインドの新興国が
自国の急成長による資源不足からアフリカ諸国
への急速な資源外交を展開している。
　こうした中、日本は出遅れた感があるが、ア
フリカ諸国からの日本に対する期待は決して小
さくない。
　2000年以降、自助努力で紛争を終結させたア
フリカ諸国ではあるが、いかにこの平和を定着
させ、紛争の起こらない社会にするかが国の存

亡を懸けた大命題になっている。紛争の原因に
なる貧困を削減するため、雇用を創出し、産業
を育成することが、多くの国で最優先課題だ。
そのために貢献できるのは、欧米や中国、イン
ドではなく、従来から技術研修や人材教育でア
フリカ諸国に貢献してきた日本だという自負が
ある。アフリカ諸国からも、資源を持たずに成
長し、先進国となり、アジアの発展に貢献した
日本に対して大きな期待が寄せられている。

₄．アフリカの課題

⑴　低い農業の生産性
　フロンティア市場としてアフリカを見たと
き、アジアとの相違として感じた点が2つある。
　ひとつは農業の生産性の低さとそれによる労
働コストの高さだ。アフリカでの単収はアジア
の半分というデータがある。 国際協力機構

（JICA）の資料によれば、アフリカの投入肥料
はアジアの100分の1程度、耕作地の灌
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アジアの34％に対し、アフリカは4％にすぎない。
つまり投入肥料を増やし、灌
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設備を整えれば、
今より生産性を上げることが可能ということだ。
また、サブサハラでは穀物消費におけるコメの
割合が高く、伝統的にアフリカのコメの開発を
支援してきた日本の役割は大きい。メリカ米な
どの技術指導はアフリカでも有名だ。多くの国
のトップは農業の育成による食糧確保と雇用の
創出を国の重要政策の一つとして掲げている。
　今後は、自給用だけではなく、国際マーケッ
トへのアクセスなどにより外貨獲得に貢献させ
ることも必要ではないだろうか。日本の支援を
農業経営や、農産物市場の形成にまで広げてい
く必要がある。日本国内でも農商工連携などが
模索されているが、アフリカでの農業経営の構
築を新しい農業経営のヒントとすることも可能
かもしれない。

⑵　ガバナンスの欠如
　もうひとつの大きな課題は、ガバナンスの欠
如である。アフリカのガバナンスを考えるとき、
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（出所）FAO資料

図1　�サブサハラアフリカにおける1人当たり
年間消費カロリー
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なぜ80年代から90年代にかけて、アフリカが世
界から忘れ去られた存在となったかを考えねば
ならないだろう。この間、アフリカは飢餓と内
戦に苦しみ、暗国の時代を過ごすことになる。
60年代は、植民地からの独立でアフリカの時代
と呼ばれたが、それは植民地支配に対する国際
的な批判に後押しされた開放であり、自ら勝ち
取った独立ではなかった。国家意識はもとより、
強い民族意識があったわけではなく、国を統治
した経験もなかった。つい最近でも、道路建設
に際して下水道整備の地図を旧宗主国に取りに
行かなければならないなど、自国の計画に対す
る情報さえ伝えられていなかった。
　突然手に入れた鉱物資源という経済資源は、
人材や技術の育成に結び付かず、富が配分され
ずに保有者にのみ残るこ
とから、汚職と紛争の基
になる。冷戦時代の南北
の陣取り合戦の中で、国
際社会のモニタリングが
機能せず、放置されたこ
とも、政治の腐敗を深く
したといわれる。90年代
の世界的な経済不況の中
で、貧困から内戦がぼっ
発し、ますます国を疲弊
させ、外資の足はすっか
り遠ざかってしまった。
内戦という高い授業料を
払って、ようやくアフリ
カ諸国も治安と政治の安
定を回復しつつあるが、
ガバナンスの欠如は依
然、アフリカ諸国の大き
な課題となっている。
　ガバナンスは、外国企
業が進出する際のビジネ
ス環境の中でも重要な要
素だ。アフリカで仕事を

する時、中間マネジメント層の薄さによる通関
業務をはじめとする行政手続きの非効率さと不
透明さに常に頭を悩まされる。米国のコンサル
ティング会社が作った立派な戦略も、それを理
解し、伝達する中間管理層が育っていなければ
意味がないだろう。世界銀行と国際通貨基金

（IMF）が発表したビジネス環境ランキングの
2009年度版では、いくつかの国で目覚しい改善
が見られたが、下位にアフリカ諸国が並ぶ現状
に変わりはない（表1）。トップの資質で大きく
変わるアフリカ諸国だが、改善を持続的なもの
にするためには中間層の育成が必要だ。
　現場での基本動作の習得、現場管理者の育成、
PDCA（Plan-Do-Check-Act cycle）の回し方、
そういう地道な組織運営を、日本の企業はアジ

表1　ビジネス環境�181ヵ国ランキングよりアフリカ諸国順位
順位

国名
順位

国名
2009年 2008年 2009年 2008年

24 29 モーリシャス 151 143 ガボン
32 35 南アフリカ 153 153 ジブチ
38 52 ボツワナ 155 152 コモロ
51 48 ナミビア 156 163 シエラレオネ
82 78 ケニア 157 167 リベリア
87 82 ガーナ 158 154 ジンバブエ
100 101 ザンビア 160 166 モーリタニア
104 93 セーシェル 161 155 コートジボワール
111 105 ウガンダ 163 159 トーゴ
116 109 エチオピア 164 158 カメルーン
118 114 ナイジェリア 166 160 マリ
123 119 レソト 167 165 赤道ギニア
127 124 タンザニア 168 169 アンゴラ
128 129 モロッコ 169 157 ベナン
130 128 ガンビア 171 172 ギニア
132 130 アンゴラ 172 171 ニジェール
134 131 マラウィ 173 173 エリトリア
139 148 ルワンダ 175 176 チャド
141 139 モザンビーク 176 177 サントメ・プリンシペ
143 137 カボベルデ 177 174 ブルンジ
144 151 マダガスカル 178 178 コンゴ共和国
147 142 スーダン 179 179 ギニアビサウ
148 164 ブルキナファソ 180 180 中央アフリカ
149 168 セネガル 181 181 コンゴ民主共和国

（出所）IFC and the World Bank “Doing Business 2009” より作成
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アで実践してきた。このソフトインフラ形成に
おける日本の取り組みは、日本企業の進出を後
押しする重要な要素となる。

₅．日本企業のアフリカ進出

　アジアと違ってアフリカは日本にとって遠
く、企業は進出に及び腰になりがちだ。しかし、
日本企業がグローバルに展開する最近では、ア
フリカという新しいフロンティア市場をターゲ
ットにした進出も少なくない。トヨタ自動車は
南アフリカの自動車工場の生産能力を20万台に
まで増加させ、当社が扱うアフリカ23ヵ国の自
動車代理店の設備投資と雇用も近年、急拡大し
ている。住友化学がタンザニアに設立した殺虫
成分を編みこんだマラリア対策の蚊帳の生産工
場は、年間1,000万張りの生産体制を持つ。味
の素はナイジェリアでアフリカ地域を市場にし
た調味料の袋詰めと販売を行い、2007年度は年
間100億円の売上高を挙げた。住友商事のマダ
ガスカルのニッケル工場、三菱商事の南アフリ
カでのクロム合金生産とモザンビークのアルミ

精練事業は、単なる資源開発ではな
く、現地での付加価値の創出に寄与
している。

₆．アフリカのパリへ、再び

　かつてダカールがアフリカのパリ
と呼ばれ、アビジャンがアフリカの
ニューヨークと呼ばれていたころ、
アフリカの主要都市にはたいてい商
社の駐在員事務所があった。事務所
では木材や食品の輸出なども行って
いたが、主な機能はODA大国日本
の窓口だった。日本のODAが減少し、
世界が同時不況に入ると、もともと
事務所としての採算は合っていなか
ったアフリカの拠点からは、邦人が
引き揚げ、店を閉めた商社も多い。
　そういう後ろめたさを持って訪れ

たセネガルで、かつての現地事務所のナショナ
ルスタッフが、久しぶりの日本からの出張者を
歓待してくれた。歴代の事務所長の話を懐かし
げに語る彼のオフィスの壁には、茶色く焼けた
日本とアフリカの首脳が握手する新聞記事が張
ってある。そういう時、国家を相手とする資源
外交とは違った意味での、民間外交の担い手と
しての商社の喜びを感じる。
　インフラが十分ではなく、貧しい子供が路上
で物売りをする国であっても、マーケットの人
込みがあり、銃を持った機動警察がいない国に
は、フロンティア市場特有の活気がある。そう
いう国に魅かれるのは商社マンのDNAだろう
か。「また戻ってくるから」。そう言ってアフリ
カの地を去ったという事務所長の約束を果たせ
ればと思っている。

（注）＊1． 政界、関係省庁、政府機関（国際協力銀行、
日本貿易振興機構、JICA他）、経済界の
合同ミッションがアフリカ南部、東部、
西部の3班に分かれて派遣された

　　  ＊2．経済産業省資料より 

表2　2008年アフリカ諸国の腐敗認識指数（CPI）ランキング
順位 国名 CPIスコア 順位 国名 CPIスコア
36 ボツワナ 5.8 115 ザンビア 2.8
54 南アフリカ 4.9 121 ナイジェリア 2.7
61 ナミビア 4.5 126 エチオピア 2.6
62 チュニジア 4.4 126 リビア 2.6
67 ガーナ 3.9 126 モザンビーク 2.6
80 モロッコ 3.5 126 ウガンダ 2.6
85 マダガスカル 3.4 141 カメルーン 2.3
85 セネガル 3.4 147 ケニア 2.1
92 アルジェリア 3.2 158 アンゴラ 1.9
96 ガボン 3.1 158 ブルンジ 1.9
96 マリ 3.1 158 シエラレオネ 1.9
102 ルワンダ 3.0 166 ジンバブエ 1.8
102 タンザニア 3.0 173 チャド 1.6
115 エジプト 2.8 173 ギニア 1.6
115 マラウイ 2.8 173 スーダン 1.6
115 モーリタニア 2.8 180 ソマリア 1.0
115 ニジェール 2.8

（出所） Transparency International “Corruption Perceptions Index 
2008” より作成


	₁．まるアフリカへの関心
	₂．官民連携による国際協力
	₃．ODAによる開発投資を通じた　　フロンティア市場形成
	₄．アフリカの課題
	₅．日本企業のアフリカ進出
	₆．アフリカのパリへ、再び

