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South

African

Electricity

Public Utility (ESKOM)

ࡉࠗࠕࡦ࠺ࡓࠬ᳁
Mr. Brian Dames
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Chief Officer

Generation Business
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Diamond Trading Company Mr. Kago
Botswana (DTCB)

ポナツェホ・オノリウス・ケフ 鉱物・エネルギー・水資
ァエン・ケディキルウェ閣下 源大臣
ボツワナ共和国政府

ボツワナ共和国政府

His Excellency Ponatshego
Honorius Kefhaeng Kedikilwe

Minister of Minerals,
Energy and Water
Resources

パンドゥ・トンポラ・チャカ・ 外務国際協力大臣
Minister of Foreign
スケレマニ閣下
Affairs and International
His Excellency Phandu
Cooperation
Tombola Chaka Skelemani
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His Excellency Lt. General Vice-President
Mompati Sebogodi Merafhe

ボツワナ貿易投資促進機構
Botswana Export
Development and Investment
Authority (BEDIA)
ボツワナ電力公社
Botswana Power Corporation
(BPC)
ࠫࡘࡢࡀࡦ
࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼㋶ጊ
Jwaneng Diamond Mine

ブライアン・モセネネ氏

総裁代理

Mr. Brian M. Mosenene

Acting Chief Executive

総裁代理

ラレル氏
Mr. N.J. Raleru

Acting Chief Executive
Officer

ࡃࠪࡏ࠾࡚ࡦࠧ᳁

ᚲ㐳

Mr. Balisi Bonyongo

General Manager

エリス氏

事務局長

Ms. Maria Machailo-Ellis

Executive Director,

ボツワナ商工会議所
Botswana Confederation of
Commerce, Industry and
Manpower (BOCCIM)

JOGMEC ࡏ ࠷ ࡢ ࠽   ࿖
⾰ࡕ࠻ࡦࠪࡦࠣࡦ ㋈ᧁືᄦ᳁
࠲
ボツワナ共和国
教育省コンサルタント

仲居 宏二

ᚲ㐳

氏
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≪政府関係者表敬訪問≫
ޝᢘ⸰ޞ
ධࠕࡈࠞ࿖
ᣣᧄ࿖ᄢ㙚
在南アフリカ共和国
日本国大使館

小澤俊朗大使

○ 日 時：2009 年 7 月 21 日（火） 15:00-16:00
○ 場 所：南アフリカ共和国 プレトリア（首都）
○ 出席者：日本国大使館 小澤俊朗大使 他
調査団一行（14 名）
〔概

要〕

在南アフリカ共和国日本国大使館の特命全権大使である小澤俊朗閣下を表
敬訪問するとともに、日本と南アとの関係を中心に意見交換を行った。
〔小澤大使のコメント〕
日本と南部アフリカとの関係を見た場合、南アが中心であり、ほとん
ど南アを通して物事が進む。（ちなみに北部アフリカについては、エジ
プトが中心）
南アにとって日本は最大の輸出国である。（特に自動車や資源の輸出
が多い）
日本と南アの関係は深く、大きなビジネスチャンスがある一方、困難
もまた多い。来年は日・南ア交流 100 周年にあたり、色々な行事を予定
している。
日本企業の活動は多岐にわたり、南ア経済が下降傾向にある中でも積
極的に進出している。
（進出企業：昨年 70 社⇒今年 78 社に増加）

電力に関しては南アフリカ電力公社（Eskom）が中心であり、Eskom
と機械関係を中心とした日本企業とのつながりも多い。

ዊỈବᦶᄢ㩷
－－

≪政府関係者表敬訪問≫

日本政府は Eskom に対し、JBIC と市中銀行の協融による、輸出クレ

ジットライン 300 億円の融資を決めている。
政治的には、今年 6 月に新政権が発足したばかり。

南ア大使館は、南アに加え、在ナミビア、在スワジランド、在レソト
の各国大使館を兼轄している。
〔質疑応答〕
Ｑ１：南アでの電力供給体制は
黒人政権が誕生してから新規の電力投資が行われなかったため、電力
の供給不足が生じている。先年 1 月には大規模な停電が起こり、工場向
けの電力供給も制限された。その後は不況により電力需要が減退したが、
依然として供給不足は明らか。
原子力発電所の新設計画（12 基）も、Eskom の資金不足で先送りに
なっている。
南ア政府は資金不足で産業資本に対する投資は行わず、雇用対策へ重
点的に財政出動した。
Ｑ２：なぜ南アでは電力料金が安いのか
南アの歴代政権は、低電気料金政策により海外企業誘致を促進してき
た経緯があり、大量の電力を消費する精錬業等に歓迎された。それがそ
のまま引き継がれており、段階的に値上げする計画はあるようであるが、
直ぐには難しい。

᧻የ࿅㐳䋨Ꮐ䋩㩷
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在南アフリカ共和国日本国大使館特命全権大使
ධࠕࡈࠞ࿖ᣣᧄ࿖ᄢ㙚․ోᮭᄢ

小澤俊朗閣下

略歴
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≪政府関係者表敬訪問≫

z
z
z

 42 ᐕ㑆ᴦ⊛ߦ߽ቯߒߡࠆޕ

 ࿖ኅ੍▚ߩ 3 ഀࠍᢎ⢒੍▚ߦలᒰߒߡࠆᢎ⢒┙࿖ߢࠅޔᄙߊߩ
࿖᳃߇ᢎ⢒ࠍฃߌߡࠆޕ
 ࡏ࠷ࡢ࠽ߩァജߦߟߡ⥄ޔಽߪมቭࠍ 13 ᐕ㑆ോߚ߇ⷙޔ
ᮨߪዊߐ߇ࠃߊ⸠✵ߐࠇߡࠆޕᓽߪⷙᮨߦኻߒߡࠦࠬ࠻߇߆
߆ࠆߩߢޕߥߡߞⴕޔ


㧔ࡏ࠷ࡢ࠽ߩ⺖㗴㧕
z  ⁁ߢߪޔධࠕએᄖ߆ࠄߩᛩ⾗ߪዋߥޕ
z  ࠫࡦࡃࡉࠛߣർߦ࿖Ⴚࠍធߒޔᄙᢙߩ㔍᳃ᵹ╬ޔᴦ⊛⚻ᷣ⊛
㗴߇ᄙߦࠛࡉࡃࡦࠫޔ߇ࠆޘᣂᐭ߇ߢ߈ࠆ╬ޔࠆళߒ߽߃
ߡ߈ߚޕ㧔ࡏ࠷ࡢ࠽ߪޔᐕ㑆 2 ਁ 5 ජੱ߹ࠅߩ㔍᳃ࠍᒝㅍㆶ㧕

㧔ࠗࡦࡈ↥ᬺ㧕
z  㔚ജߪ IPP ᐲࠍዉ㧔ᴺ⊛ߦᢛߒߡน⢻ߦߒߚ㧕⽕ޕᎺߩ᳃㑆
ળ␠ߣౕ߽⊛ߥද⼏߇ᆎ߹ߞߡࠆޕධࠕ߽㔚ജ߇ਇ⿷ߒߡ߈ߚߩ
z

z

ߢߦ࠽ࡢ࠷ࡏޔᣈߌࠆ IPP ߪ㊀ⷐᐲ߇㜞߹ࠅߟߟࠆޕ
 〝ᢛ߇ㅴࠎߢࠆߩߪࠕࡈࠞߢߪࡏ࠷ࡢ࠽ߊࠄ⋥┙⁛ޕᓟޔ
⥩ⵝ〝ߪࠊߕ߆ 6 ࠠࡠߢߞߚ߇⾗ޔḮߦࠃࠆࠍၷታߦࠗࡦࡈ
ᢛߦᵈߢ߈ߚ⚿ᨐޔߪ 1 ਁࠠࡠࡔ࠻࡞ߦ߱ޕ
 ᣣᧄߩ⥄േゞࡔࠞ߇ߢ࠽ࡢ࠷ࡏޔㇱຠࠍ↢↥ߔࠆߎߣࠍᦼᓙߒ
ߡࠆߚߒ↥↢ޕㇱຠࠍධࠕߦャߒޔධࠕߢ⥄േゞࠍ⚵ߺ┙ߡߡߪ
ߤ߁߆ޕ


㧔ᣣᧄߣߩ㑐ଥ㧕
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ߣᣣᧄߩਔ⠪߇දജߒޔWIN-WIN ߩ㑐ଥࠍ᭴▽ߒߡ߈
ߚޕ
z  ᣣᧄߩ࿖ㅪℂᏱછℂ࿖ࠅࠍᡰᜬߔࠆޕᣣᧄߩࠃ߁ߥ࿖ߪߘ
z
z
z

߁ࠆߴ߈ߢࠆޕ
 ᧻ጊᄢߪࡆࠫࡀࠬࡑࡦߩߏりߢޔ㕖Ᏹߦᵴ⊒ߢࠅޔ㜞ߊ⹏ଔ
ߒߡࠆޕ
 ⥄ಽߪᄖോᄢ⤿ߩᤨઍߦᣣᧄߣߩ㑐ଥ߇ᦨ߽ᭉߒ߆ߞߚ⥄ޔߚ߹ޕ
ಽߪ⸰ᣣ⚻㛎߇ࠆߩߢޔᣣᧄߩ⦟ߐࠍࡏ࠷ࡢ࠽ߦવ߃ߡ߈ߚޕ
 ዊߐ↸ߢ߽⥄േゞᷦṛ߇߈ߡ߅ࠅ߇ߤࠎߣ߶ߩߘޔᣣᧄゞߢ
ࠆߪ⑳ޕᣣᧄ߇ᅢ߈ߥߩߢ߆ߖߩߘޔᣣᧄゞ߫߆ࠅ߇Ⴧ߃ߡࠆࠃ
߁ߥ᳇߇ߔࠆޕ

－ 12 －

≪政府関係者表敬訪問≫

㧔ߘߩઁ㧕
z
⾆⺞ᩏ࿅ߩࡏ࠷ࡢ࠽⸰ࠍ᱑ㄫߔࠆޕ
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ߦߪ৻ޟޔᨎߩ౮⌀ߪ 2 ජߩ⸒⪲ߦᢜߔࠆߣߎ߁ߣޠ
ࠊߑ߇ࠆޕᤚ㕖ࡏ࠷ࡢ࠽ࠍߡ߶ߒޕ

     



ޣ䊜䊤䊐䉢ᄢ⛔㗔ߣߩᗧ឵ޤ
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≪政府関係者表敬訪問≫

ボツワナ共和国

副大統領

ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ ᄢ⛔㗔

モンパティ・セボホディ・メラフェ閣下
略歴
ࡕࡦࡄ࠹ࠖࡏࡎ࠺ࠖࡔࡈࠚ㑑ਅ ⇛ᱧ

*'.V)GPGTCN/QORCVK5GDQIQFK/GTCHJG
8KEG2TGUKFGPVQHVJG4GRWDNKEQH$QVUYCPC








㧝㧚↢ᐕᣣ  㧝㧥㧟㧢ᐕ㧢㧢ᣣ㧔㧣㧞ᱦ㧕

㧞㧚↢
 ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ ࡠ࠙ࠚ

㧟㧚ቇ  ᱧ  ධࠕࡈࠞᄢቇᴺቇㇱਛㅌ

㧠㧚⡯  ᱧ
   㧝㧥㧢㧜㧙㧣㧣ᐕ⼊ኤቭ߆ࠄ⼊ኤቇᩞᜰዉቭޔᬌኤቭ⼊ޔኤᐡ㐳ቭ
߹ߢᱧછ㧔⧷࿖ߦߡ⼊ኤ⸠✵ࠍฃߌࠆ㧕
 㧝㧥㧣㧣ᐕ     ࡏ࠷ࡢ࠽࿖㒐ァมቭ㧔㒽ァዋ㧕
   㧝㧥㧤㧤ᐕ  㒽ァਛߦᩰ
   㧝㧥㧤㧥ᐕ  ․ㆬછ⼏ຬޔᄢ⛔㗔ᐭⴕᜂᒰᄢ⤿
   㧝㧥㧥㧠ᐕ  ᄖോ࿖㓙දജᄢ⤿
 㧝㧥㧥㧥ᐕ
  ᄖോ࿖㓙දജᄢ⤿ౣછ
 㧞㧜㧜㧠ᐕ  ᄖോ࿖㓙දജᄢ⤿ౣછ
 㧞㧜㧜㧤ᐕ     ᄢ⛔㗔
 
㧡㧚⸰ᣣᱧ    
㧝㧥㧥㧠ᐕ 㧡  ޟ࿖㓙㒐ἴߩ㧝㧜ᐕળ⼏ޠᏨ
㧝㧥㧥㧢ᐕ 㧟  ᄖോ⋭⾠ቴ 
  㧞㧜㧜㧝ᐕ㧝㧞  㨀㧵㧯㧭㧰㑑ࡌ࡞ળวᏨ
㧞㧜㧜㧢ᐕ 㧢  ࡏ࠷ࡢ࠽㨯࠙ࠖࠢᏨ
   㧞㧜㧜㧤ᐕ 㧡  㨀㧵㧯㧭㧰ΦᏨ

－ 14 －

≪政府関係者表敬訪問≫

ボツワナ共和国 スケレマニ外務国際協力大臣
ޝᢘ⸰࠽ࡢ࠷ࡏޞ࿖ᐭ
ᄖോ࿖㓙දജ⋭

٤ ᣣ ᤨ㧦 ᐕ    ᣣ㧔᳓㧕 
٤ ႐ ᚲ㧦ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ ࡂࡏࡠࡀ㧔㚂ㇺ㧕 
٤ Ꮸ⠪㧦ᄖോ࿖㓙දജ⋭         ࠬࠤࡑ࠾ᄢ⤿ઁ
ࡏ࠷ࡢ࠽ᣣᧄ࿖ᄢ㙚᧻ጊ⦟৻ᄢޔᄢႦᦠ⸥ቭ
⚻ᷣ↥ᬺ⋭ ㅢ╷ዪਛ᧲㨻㩖㩢㩀⺖ ᧁ⺖㐳
᰷Ꮊਃ‛↥࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠢᡰᐫട⾐⟤ᡰᐫ㐳
⺞ᩏ࿅              ᧻የ࿅㐳ઁ㧔⸘  ฬ 㧕
㧖ࡏ࠷ࡢ࠽ߩㇺวߦࠃࠅޔฦ␠  ฬߕߟߩߺᏨ


ާ ⷐި
㧝㧚ࡏ࠷ࡢ࠽ߪޔධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห㧔5#&%㧕ߩࡔࡦࡃߣߒߡޔධㇱ
ࠕࡈࠞߩၞ⛔วࠍㅴߡࠆޕ
㧞㧚ࡏ࠷ࡢ࠽ߦߪ⍹߇⼾ንߦሽߒޔャ߽น⢻ߢࠆ߇ޔ㋕ࠍᢛߔ
ࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
㧟㧚ࡏ࠷ࡢ࠽ߪޔᣣᧄߣ✕ኒߥ㑐ଥࠍ᭴▽ߒߡ߈ߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ᧻ޔጊ
ᄢߣߪ㕖Ᏹߦ✕ኒߥ㑐ଥࠍ▽ߡࠆޕ
ާࠬࠤࡑ࠾ᄖ⋧ߩࠦࡔࡦ࠻ި

㧔ࡏ࠷ࡢ࠽ߩ․㐳ߣ⺖㗴㧕
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ߪޔᴦ⊛ߦቯߒߡࠆ࿖ߢࠆߦ࠽ࡢ࠷ࡏޕᛩ⾗ࠍߒ
ߚࠄޔ⋉ࠍ⸽ߔࠆޕ⋉ߩߺߥࠄߕᧄ⾗ޔ㊄ࠍ߽ઁ࿖ߦᜬߞߡ
ߞߡޔౣᛩ⾗ߔࠆߎߣࠍᦸࠎߢࠆޕ
z  ᄖ⽻ⷙ߇ߥߩߢޔ
ᄖ⽻ߩᜬߜㄟߺᜬߜߒ
߇⥄↱ߢࠆޕㅧᬺߩ
ᴺੱ⒢ߪ৻ᓞ 15%ߣߥߞ
z

ߡࠆޕ
 ࡏ࠷ࡢ࠽⚻ᷣߪ࠳ࠗࡗ
ࡕࡦ࠼ߦଐሽߒߡ߅ࠅޔ
࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼߇ᄁࠇߥ
ߣ࿖ኅߩᱦ߇ᷫዋߔࠆޕ
ࠗࡦࡈᢛߦ੍߽▚߇
ะߌࠄࠇߥޕ

ࠬࠤࡑ࠾ᄖോ࿖㓙දജᄢ⤿

－ 15 －

≪政府関係者表敬訪問≫

z

 ࡏ࠷ࡢ࠽ߢߪੱ᧚ਇ⿷ߩߚޔᷤ߿ᚻ⛯߈ߦᤨ㑆߇߆߆ࠆ߇ࡈޔ
ࠬ࠻࡚ࠪࡦࠍߚߥߢߚߛ߈ߚᧄޕᒰߦੱ᧚ਇ⿷ߢ⧰ഭ
ߒߡࠆޕ


㧔5#&%㧦ධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห㧕
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ߪධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห㧔SADC㧕ߩࡔࡦࡃߢࠅޔ
SADC ߦߟߡߪ⥄ାࠍᜬߞߡ⺑ߢ߈ࠆޕ
z

 ධㇱࠕࡈࠞߩၞ⛔วࠍ⋡ᜰߒޔㅪ៤߇ߪ߆ࠇࠆࠃ߁ߥࡊࡠࠫࠚ
ࠢ࠻ࠍ␜ߔߎߣߢ⛔ޔวࠍㅴߡߊߎߣࠍ⠨߃ߡࠆޕ

z

 ࠽ࡒࡆࠕࠩࡦࡆࠕࠫࡦࡃࡉࠛࠍ⚿߱〝ߩᑪ⸳ࠍⴕߞߡ߅ࠅޔ
᧪⊛ߦߪ᧲ࠕࡈࠞߣ߽❬ߍߚ৻ޕᣇࠧࡦࠦޔ㧔᳃㧕ߪ⚗ޔߦ
ട߃ߡ〝ߥߤߩࠗࡦࡈ߽ߥ⁁ᘒߢࠆޕ

㧔ࠫࡦࡃࡉࠛ߳ߩᛩ⾗㧕
z  ࠫࡦࡃࡉࠛߪޔ࿖㓙⊛߆ࠄߔࠆߣᴦ⊛ߦቯߒߡߥ࿖ߣ
ࠄࠇߡࠆ߇ޔᚒߩ߳ࠛࡉࡃࡦࠫޔߪޘᛩ⾗߇᧪ࠆⅣႺߦߥߞߡ
᧪ߚߣ⠨߃ߡࠆޕ
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ᐭߪ ߮ߚߩߎޔ5 ంࡊ㧔⚂ 60 ం㧕㒢ߩࠢࠫ
࠶࠻ࠍࠫࡦࡃࡉࠛߦଏਈߔࠆࠃ߁ࡏ࠷ࡢ࠽㌁ⴕߦᜰ␜ߒߚࡉࡃࡦࠫޕ
ࠛ߇ᷣߒߥ႐วߪࡏ࠷ࡢ࠽ᐭ߇ߎࠇࠍఘߔࠆߕ߹߇ࠄ⥄ޕ
ࠬࠢࠍขࠅߩߘޔߢઁ࿖ߦߩ߳࠽ࡢ࠷ࡏޟᛩ⾗ࠬࠢࠍขߞߡߊ
ࠇ߇ߩ߁⸒ߣޠᱜߒ㗅ᐨߛ߆ࠄߢࠆޕ
z  ࡏ࠷ࡢ࠽Ꮏળ⼏ᚲ㧔BOCCIM㧕߇⸰ࠍࠛࡉࡃࡦࠫޔߒߚ࠷ࡏޕ
ࡢ࠽ᐭ߽ࠫࡦࡃࡉࠛ߳ߩᛩ⾗ࠍᅑബߒߡࠆޕડᬺߦ߽ޔታ㓙ߦࠫ
ࡦࡃࡉࠛࠍ⸰ߒߡࠆߎߣࠍᅑബߒߡࠆޕ
㧔⍹⾗Ḯ㧕
z  ⍹߇⼾ንߦሽߒޔャ߽น⢻ߢࠆ߇ޔャߩߚߦߪ㋕߇
ᔅⷐߢࠆߢ↱⚻ࠢࡆࡦࠩࡕ߆↱⚻ࠕࡆࡒ࠽ޕャㅍ߇ߢ߈ࠆߣᕁ߁ޕ
ߣ߁ߩ߽ޔਔ࿖ߣ߽ߔ߫ࠄߒ᷼ḧࠍߒߡࠆࠜ࠙ߩࠕࡆࡒ࠽ޕ
࡞ࡆࠬࡌࠗ᷼߹ߢ㋕ࠍᢝ⸳ߢ߈ࠆ߆ޔ㧲㧛㧿ࠍታᣉߒߚޕ
z
z

 SADC ోߢ㔚ജ߇ਇ⿷ߒߡࠆߚޔ⍹ߪャߩߺߥࠄߕޔ࿖
ౝߩ⊒㔚ߦ߽↪ߒߚޕ
 ⍹ߪⅣႺᳪᨴߩේ࿃ߦ߽ߥࠆߩߢޔⅣႺᳪᨴࠍߎߐߥᛛⴚ߇
ᔅⷐߢࠆ߇ޔⅣႺ㗴߳ߩᛛⴚ⊛ኻᔕߪޔ࿎㔍ߢߪࠆ߇น⢻ߣ⠨
߃ߡࠆޕ

－ 16 －

≪政府関係者表敬訪問≫

㧔ᣣᧄߣߩ㑐ଥ㧕
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ߪޔᣣᧄߣኒធߥ㑐ଥࠍ᭴▽ߒߡ߈ߚߣ⠨߃ߡࠆޕ
z  ᧻ጊᄢߣߪޔ㕖Ᏹߦ✕ኒߥ㑐ଥࠍ▽ߡࠆޕᄢߪ᳃㑆りߢ
ࠅޔ᳃㑆ࡆࠫࡀࠬ߳ߩℂ⸃ࠍ೨ឭߦޔ㑐ଥ߇ᒝൻߐࠇߡࠆ࠽ࡢ࠷ࡏޕ
߆ࠄߪޔਥߦࡏ࠷ࡢ࠽ߩ⚻ᷣ⊒ዷߦᔅⷐߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ㑐ߔࠆᖱႎ
ࠍឭଏߒߡࠆޕ᧻ޔጊᄢࠍㅢߓߡޔᣣᧄᐭߦᢎ⢒ಽ㊁߳ߩᡰេ
߽ⷐ⺧ߒߡࠆޕ
z  ᐕ 3  21 ᣣࠞࡈࠕߢ࠽ࡢ࠷ࡏޔ㐿⊒ળ⼏㧔TICAD㧕ߩࡈࠜࡠ
ࠕ࠶ࡊ㑑⚖ળวࠍ㐿ߒߡ㗂߈ޔᗵ⻢ߔࠆޔࠅࠃߦࠇߎޕᣣᧄ߇
TICAD ࠍㅢߓࠕࡈࠞ⻉࿖ߦታߦᄢ߈ߥ⽸₂ࠍߒߡࠆߎߣࠍౕ⊛
ߦℂ⸃ߔࠆߣߣ߽ߦޔ㊄Ⲣෂᯏߢ߽߭ࠆ߹ߥᆫࠍࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
z  ᣣᧄᐭߪࠕࡈࠞߦᛩ⾗ߔࠆߚߚߊߐࠎߩ⾗㊄ࠍ↪ᗧߒߡߊࠇ
ߡࠆ߇ࠞࡈࠕޔߩ⾗㊄ࠍ↪ߔࠆ⢻ജ߇㒢ቯ⊛ߢࠅࡢࡄࡦࡑޔ
߽ਇ⿷ߒߡࠆޕ
z  ᣣᧄߣ☨࿖߇ࡏ࠷ࡢ࠽ߩ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼Ꮢ႐ߢࠅޔᣣᧄੱߦ߽ߞߣ࠳
ࠗࡗࡕࡦ࠼ࠍ⾈ߞߡ߽ࠄ߁ߦߪߤ߁ߒߚࠄ⦟߆ᬌ⸛ߒߡࠆޕᣣᧄߦ
ߪ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ࠍ⾈߁ߛߌߢߪߥߊޔടᎿ߆ࠄຠൻ߹ߢ⠨߃ߡ߶ߒޕ

ޣ䉴䉬䊧䊙䊆ᄖോ࿖㓙දജᄢ⤿ߣߩᗧ឵ޤ

－ 17 －

≪政府関係者表敬訪問≫

㧔ߘߩઁ㧕
z  ᓮ৻ⴕߩ᧪⸰ࠍ᱑ㄫߔࠆޕᣣᧄ߇ࠕࡈࠞߦ㑐ᔃࠍ␜ߒߡߊߛߐߞߡ
ࠆߎߣߪࠅ߇ߚߩߘޕὐࠍචಽߦ⼂ߒߡࠆޕ
z  ᧻የ࿅㐳ࠃࠅߡߟߦࠞࡈࠕޔ⍮ࠅߚߣߩ⊒⸒߇ߞߚ߇ޔ㔍ߒ
⾰ߢࠆߪࠞࡈࠕޔߪߩ߁ߣޕᏂᄢߥᄢ㒽ߛ߆ࠄߢࠆޕቯ
ߒߡࠆߣߎࠈ߽ࠆ߇ޔᖱਇߥߣߎࠈ߽ࠆߪߦ⊛⥸ోޕⓏ߿߆
ߦߥࠅޔቯߒߡߊߎߣߦߥࠆߣᕁ߁ޕ
 

















⺞ޣᩏ࿅ߩࠬࠤࡑ࠾ᄖോ࿖㓙දജᄢ⤿ᢘ⸰ࠍႎߔࠆర⚕⸥ޤ
㧔&CKN[PGYU㧕

－ 18 －

≪政府関係者表敬訪問≫

ボツワナ共和国
外務国際協力大臣
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ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ 鉱物・エネルギー・水資源大臣
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在ボツワナ共和国
ޝᢘ⸰ޞ
ࡏ࠷ࡢ࠽࿖日本国大使館
ᣣᧄ࿖ᄢ㇗

松山良一大使

○ 日 時：2009 年 7 月 22 日（水） 19:00-21:00
○ 場 所：ボツワナ共和国 ハボローネ（首都）
○ 出席者：日本国大使館 松山良一大使 他
調査団一行（14 名）
〔概

要〕

在ボツワナ共和国日本国大使館の特命全権大使である松山良一閣下との夕
食懇談会において 、日本とボツワナとの関係を中心とした意見交換を行った。
〔松山大使のコメント〕
（ボツワナの概要）
ボツワナは、英国より 1966 年に独立した。
（国土は 58 万平方キロと日本の約 1.5 倍、人口は 180 万人）
独立の翌年にダイヤモンドが発見され、その収益を教育、医療、社会
インフラの整備に投資してきた。（多くのアフリカの国では、地下資源
の収益を一部の為政者、あるいは部族が独占し、貧富の差が生れ内紛の
原因となっている。
）
ボツワナは、アフリカでのグッドガバナンスの模範生
（歴代素晴らしい大統領に恵まれ、独立以来内紛は一度もなく、政治も
安定、治安も良く、汚職も少ない）
独立当初は舗装道路が全土で６キロ、産業は牛肉の輸出のみという最
貧国の一つであったが、今では舗装道路は１万１千キロを超え、一人当
たり GDP も 6,000 ドルを超え、中進国の仲間入りを果たした。
国債格付けが、2002 年に日本を上回り大騒ぎになった。
（今は日本が辛うじて上位）
歴史的に英国の保護領であったが、植民地ではなく、征服され搾取さ
れたことがないため、国民のプライドは高い。
（南部アフリカ開発共同体）
首都ハボローネには、南部アフリカ開発共同体（SADC：サダック）
の本部がある。
SADC は地域統合の動きを強めており、EU におけるブラッセルのよ
うに、ハボローネに人と金が集まる仕組み作りに成功すれば、ボツワナ
は南部アフリカの中核として飛躍する可能性を秘めている。
ボツワナは、SADC 域内の交通、教育、金融、医療、新技術、農業分
野など、産業集積地を目指している。
（ハブ構想）
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（ボツワナの将来性）
ボツワナを開発するには、社会インフラの整備を公的資金（ODA 援
助）で賄い、民間投資主導で開発事業をやる官民連携が必要である。
当国はグッドガバナンスを享受しており，これが最大の強み。
（法による支配が徹底し、透明性と契約の履行が担保されている。
）
発展の可能性のある分野として、資源開発（石炭、ウラン、銅、ニッ
ケル、レアメタル）、観光（オカバンゴ、チョベなど動植物の楽園）が
ある。

᧻ጊ⦟৻ᄢ㩷

（ボツワナの課題）
ダイヤモンド依存経済から脱却し、いかにして産業の多角化を図るの
かが課題。
四方を他国に囲まれた内陸国であり、人口も少なく独自の市場もない
ため、輸送コストが嵩み大きな阻害要因となっている。又、電力、鉄道、
橋梁等の社会インフラの整備も必要である。
HIV の感染率も高く、問題となっているが、政府は感染しても発病を
抑える薬を無料で配布し、感染抑制に努力している。
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z  ᣣᧄߢߩࡏ࠷ࡢ࠽ߩ⍮ฬᐲߪૐߣᕁ߁߇ޔห᭽ߦࡏ࠷ࡢ࠽ߢߩᣣᧄ
ߩ⍮ฬᐲ߽ૐޕ
㧔ਛ࿖ߦߐࠇߡࠆߩ߇⁁㧕
z  ᣣᧄᐭߦ㑐ㅪߔࠆᦨㄭߩਥߥࠗࡌࡦ࠻ߪޔએਅߩㅢࠅޕ
2007/11/15㨪17

↞⚻ᷣ↥ᬺᄢ⤿ߦࠃࠆධㇱࠕࡈࠞᱧ⸰

2008/8/31㨪9/9

ቭ᳃วหࡒ࠶࡚ࠪࡦࡏ࠷ࡢ࠽⸰

2009/3/21㨪22

㧔࿅㐳㧦ศᎹ⾆⋓⚻ᷣ↥ᬺᄢ⤿㧕
╙ 4 ࿁ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏㧔TICADΦ㧕㑑⚖ࡈࠜ
ࡠࠕ࠶ࡊળว
ࡂࡏࡠࡀߦߡ㐿
↰೨✚ℂޔਛᦥᩮᄖോᄢ⤿߇ෳ↹

㧖⢋ᦠߪߕࠇ߽ᒰᤨ
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᧻ޣጊᄢߣߩ⸥ᔨᓇޤ
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≪政府関係者表敬訪問≫

ධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห(SADC)

ᱜᑼฬ⒓
⸳┙⋡⊛

Southern African Development Community
䋨SADC䋺䉰䉻䉾䉪䋩
⚻ᷣᚑ㐳ߩଦㅴ߮⽺࿎ᷫޔၞ⛔ว
1980 ᐕ ධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒⺞ᢛળ⼏㧔SADCC㧕ߣߒߡ⊒⿷
ࠕࡄ࡞࠻ࡋࠗ࠻ਅߩධࠕᣥᮭߩ⚻ᷣ⊛ᡰ㈩߆ࠄ⣕ළ

ᴪ 㕟

ോዪ

ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦ⸳┙

1992 ᐕ ධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห㧔SADC㧕ߦฬ⒓ᄌᦝ
1994 ᐕ ධࠕ߇ട⋖
ࡂࡏࡠࡀ㧔ࡏ࠷ࡢ࠽㧕

ട⋖࿖

15 ߆࿖
࠲ࡦࠩ࠾ࠕޔࠧࡦࠕޔࠢࡆࡦࠩࡕޔ࠽ࡢ࠷ࡏޔࠕࡆࡦࠩޔ
ࠫࡦࡃࡉࠛޔࠕࡆࡒ࠽ޔࠖ࠙ࡑޔ࠼ࡦࠫࡢࠬޔ࠻࠰ޔ
ධࠕࡈࠞࠧࡦࠦޔࠬࡖࠪࡕޔ᳃ਥ࿖ޔ
ࡑ࠳ࠟࠬࠞ࡞࡞ࠚࠪࠗޔ

ߘߩઁ

2008 ᐕ 8  ᧻ጊ⦟৻㚢ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ᄢ߇ޔೋઍߩᣣᧄᐭઍ
ߦዞછ

㧔ౖ㧕ᄖോ⋭ࡎࡓࡍࠫޔSADC ࡎࡓࡍࠫ

5#&% ട⋖࿖㧔㒰ࠗࠪࠚ࡞㧕
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在ボツワナ共和国日本国大使館特命全権大使
ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ᣣᧄ࿖ᄢ㙚․ోᮭᄢ
松山良一
略歴
᧻ጊ⦟৻ 閣下
㑑ਅ ⇛ᱧ

㧝㧚↢ᐕᣣ

㧝㧥㧠㧥ᐕ㧠㧞ᣣ㧔㧢㧜ᱦ㧕

㧞㧚↢

㣮ఽፉᏒ

㧟㧚ቇ ᱧ
㧝㧥㧢㧤ᐕ
㧝㧥㧣㧞ᐕ

ࠨ࡞㜞ᩞතᬺ
᧲੩ᄢቇ⚻ᷣቇㇱතᬺ

㧝㧥㧤㧥ᐕ

Harvard Business School 㧔PMD㧕ጁୃ

㧠㧚⡯ ᱧ
㧝㧥㧣㧞ᐕ
㧝㧥㧣㧢ᐕ
㧝㧥㧤㧟ᐕ
㧝㧥㧤㧥ᐕ

ਃ‛↥␠㧔⥄േゞㇱ㐷㧕
ਃ‛↥ࡠࡦ࠼ࡦᡰᐫ⽼ࡂࡑࡗޔᄁળ␠ะ
ਃ‛↥ᧄᐫ㧔⥄േゞㇱ㐷㧕
ਃ‛↥ᬺോㇱ⚻༡ડ↹ቶ

㧝㧥㧥㧡ᐕ
ࠗ࠲ࠕਃ‛↥␠㐳
㧔㧝㧥㧥㧣ᐕ㧙㧝㧥㧥㧥ᐕ ࠗ࠲ࠕᣣᧄੱᎿળ⼏ᚲળ㗡㧕
㧝㧥㧥㧥ᐕ
ਃ‛↥ᐢႎቶ㐳
㧞㧜㧜㧝ᐕ
ਃ‛↥ᖱႎ✚ㇱ㐳ޔ߮༡ᬺᬺㇱ㐳
㧞㧜㧜㧠ᐕ
☨࿖ਃ‛↥␠㐳  ᖱႎ↥ᬺᧄㇱ㐳
㧞㧜㧜㧡ᐕ
㧞㧜㧜㧤ᐕ

ਃ‛↥Ꮊᡰ␠㐳
ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ᣣᧄ࿖ᄢ㙚․ోᮭᄢ
ධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒หᣣᧄᐭઍ
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≪ブリーフィング他≫
ޝᚲᗵߩࠞࡈࠕ ޞ

アフリカの地



᰷Ꮊਃ‛↥ᩣᑼળ␠
 ࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠣᡰᐫ
ᡰᐫ㐳 ട⾐⟤ ৻


ࠕࡈࠞߩ⚛ߩߡోޕ᥍ࠄߒߎߣߩߡోޔᖤᗌޕንߣ⽺࿎ޔᒙ⠪ߣᒝ⠪ੱޔ㘃ߩ
⟤ᓼߣᖡᓼߩޔᄤ࿖ߣₐࠅޔࠆ⥄ὼߣⅣႺᳪᨴ∔ޔ㚟ߔࠆേ‛ߚߜߣ⛘Ṍߒࠁ
ߊᐞᄙߩ⒳ޔᕺߺߩᴅߣ⯯ήߩ⍾Ṽ߇ߡߴߔޔหዬߒ߇ߡߴߔޔหᤨㅴⴕߒߡࠆߎ
ߩߦೋߡ⿷ࠍ〯ߺࠇ 2 ᐕߦߥࠈ߁ߣߒߡࠆޕ
ᒝߩᬀ᳃ߣߒߡዊ࿖ߦಽᢿߐࠇ᳃ᣖ߿ᒻߦ㑐ଥߥߊ࿖Ⴚߩᒁ߆ࠇߚࠕࡈࠞ
ߪ┙⁛ޔએ᧪ߚ߇ߦᚢ߿ౝੂߦߌࠇޔ
2000 ᐕઍߦߥߞߡᄢᄙᢙߩ࿖ߢ᧤ࠍޔ
ࠃ߁߿ߊㆊ 10 ᐕ㧔99㨪08 ᐕ㧕ᐔဋ 5.3%ߩቯᚑ㐳ࠍ㆐ᚑߔࠆޟᐔߩᄢߥߣޠ
ߞߚޕ
⾗Ḯߣ㨾㩒㩣㩁㩨㨺ߩᱴߤࠍᶏᄖ߆ࠄߩャߦ㗬ࠆᚒ࿖ߦߣߞߡߪࠞࡈࠕޔ᧪ߩᕺߺߩ
ᄢߣ߽ߥࠆߴ߈ሽߛ߇ࠆࠊߟ߹ޔᢙሼߪ㧧
ࠕࡈࠞ
ࠕࡈࠞߩੱญ

⇇ߩ…
2 ഀᒙ

ࠕࡈࠞ
㧔GDP ✚㗵㧕

⇇ߩ…
1.5㧑㧔ߒ߆ή㧕

ࡊ࠴࠽ၒ⬿㊂

8 ഀᒝ

㧔1 ੱᒰࠅ GDP㧕 ᐔဋ US$ 745 (*)

㩊㩨㨼㩞㩝㩧㩎㩨ၒ⬿㊂

6 ഀᒙ

㊀ௌോ࿖ᢙ

7 ഀᒝ

㩄㩔㩨㩣㩎ޔ㩂㩥㩛ၒ⬿㊂

5 ഀ೨ᓟ

HIV ᗵᨴ⠪ᢙ

⚂7ഀ

(*) ᣣᧄߩ⚂ 20 ಽߩ৻
ߣߦߐ߹ޔℂਇዧߩᄢ㒽ߛޕ
⺕߆ߩ⹜▚ߢߪࠕࡈࠞߪߘߩ㕙ߩਅߦੱ㘃߇᰼ߒߣᕁ߁ 6 ഀߩ⾗Ḯ߇⌁ߞߡ
ࠆߣ߁৻ޕᣇߢޔߦ㤥ੱߚߜߩߦߪࠅߣࠄࠁࠆᖤᗌ߇㒠ࠅᵈߢࠆޕ
ߎࠇߪੱ㘃ߩ⟋ߢࠅߎߩ⟋ࠍ⿏߁ߎߣߥߊᚒੱޘ㘃ߩᜬ⛯⊛ߥᚑ㐳ߪࠅᓧߥߣޔ
߁ߩ߇ᱜ⋥ߥታᗵߢࠆޕ
ࡆࠫࡀࠬߩ⇇ߢߪ߹ߛ߹ߛޟ㆙ޔෂߥޔ⍮ࠄߥޠሽߢࠆߎߣ߇৻⥸⊛ߛ
－ 30 －

≪ブリーフィング他≫

߇⾗ޔḮ㜞ࠍ⢛᥊ߦࠕࡈࠞ߳ߩᚒ࿖ߩขࠅ⚵ߺߪᕆㅦߦᵴ⊒ൻߒޔ2008 ᐕߩ TICAD
IVޔᵢῶḓ㩅㩚㨹㩎ߣߞߚ࿖㓙ળ⼏ࠍ⚻ࠆਛߎࠇ߹ߢߩޟេഥޠਛᔃ߆ࠄޟᛩ⾗ޠ㊀ⷞ߳
ߣㅴൻߒޟޔᚑ㐳ࠍടㅦൻߔࠆౕ߇ߺ⹜ޠ⊛ߥ╷ߦ⪭ߣߒㄟ߹ࠇታⴕߦ⒖ߐࠇߡ
ࠆޕ
࿖㓙␠ળߢ㊀ⷐߥᓎഀࠍᜂ߁ᚒ࿖ߪޔᛛⴚ߿⾗ᧄߢ⽸₂ߔࠆߎߣߦࠃࠅࠕࡈࠞߩ
ੱߦ⯯⻞ࠍޘᘏߒߺߟߟޔᣣᧄߦߣࠅ↢✢ߣߥࠆ⾗Ḯࠍ⏕ߒߡߊߎߣߦࠃࠅሽ
ᩕߩࠍᱠߎߣ߇৻ጀ᳞ࠄࠇߡ߅ࠅ⥄ޔಽ߽ߘߩ৻තߣߥࠆߎߣ߇᧪ࠇ߫ᐘ
ߢࠆޕ㧔ੌ㧕

－ 31 －

≪ブリーフィング他≫

南アフリカ共和国の政治・経済概況
ޞࠣࡦࠖࡈࡉޝ
ධࠕࡈࠞ࿖ߩᴦ⚻ᷣᴫ

٤ ᣣ ᤨ㧦 ᐕ    ᣣ㧔Ἣ㧕 
٤ ႐ ᚲ㧦ධࠕࡈࠞ࿖ ࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠢ
٤ Ꮸ⠪㧦,'641 ࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠢࡦ࠲  ⍹⨃ᚲ㐳
᰷Ꮊਃ‛↥࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠢᡰᐫ ട⾐⟤ᡰᐫ㐳 ઁ
⺞ᩏ࿅৻ⴕ㧔 ฬ㧕

ާ ⷐި
ධࠕࡈࠞ࿖ߩᴦ⚻ᷣ⁁ᴫߦߟߡࠍࠣࡦࠖࡈࡉޔฃߌߚ߽
ߩ

㧔ධࠕࡈࠞ࿖ߩ․㐳㧕
z  ධㇱࠕࡈࠞ߳ߩ₵㑐ญ
ධࠕߪධㇱࠕࡈࠞߩ⥶ⓨ〝ߩࡂࡉߢࠅޔ〝╬ߩࠗࡦࡈ߽ᢛ
㧔ㄝ࿖߳ߩ‛ᵹὐ㧕
࿖㓙ࡆࠫࡀࠬߩὐ㧔㊄Ⲣᯏ㑐ޔળ⸘ോᚲޔᴺᓞോᚲ╬߇ㅴ㧕

᰷ᎺߣߩᤨᏅ߇߶ߣࠎߤߥߒ
z  ⾗Ḯߩቲᐶ
    ࠕࡔ࠲࡞ࠍߪߓߣߒߚ⾗Ḯߩቲᐶ
z  ᦨᓟߩࡈࡠࡦ࠹ࠖࠕ
    ධㇱࠕࡈࠞၞߪޔ⇇⊛ߦߡ߽ᱷߐࠇߚᦨᓟߩᏂᄢࡑࠤ࠶
࠻ߩ߭ߣߟ㧔ਛ㐳ᦼ⊛ߥⷰὐ߆ࠄᦼᓙߩᄢ߈ߥᏒ႐㧕
    ߎߩၞߢߪ৻ޔㇱᄖߪࠆ߽ߩߩ⌕ޔታߦ᳃ਥൻ߇ㅴࠎߢᴦ
⊛ቯᐲ߇Ⴧߒߟߟࠅޔ㗅⺞ߥ⚻ᷣᚑ㐳ࠍ⛽ᜬ












,'641 ࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠢࡦ࠲
     ⍹⨃ᚲ㐳
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㧔࿖ߩⷐ㧕
z  㕙Ⓧ㧦122 ਁঠ㧔ᣣᧄߩ⚂ 3.2 ޔᎺߩ⚂ 28 㧕
z  ੱญ㧦4,785 ਁੱ㧔ᣣᧄߩ⚂ 37㧑ޔᎺߩ⚂ 3.3 㧕

ᄙੱ⒳࿖ኅ㧔㤥ੱ⚂ 80㧑࠼ࠞޔੱ⊕ߦઁޔ㧔ᷙⴊ㧕ߥߤ㧕
z  ⸒⺆㧦11 ߩ↪⺆㧔⧷⺆ߤߥ⺆ࠬࡦࠞࡈࠕޔ㧕
z  ቬᢎ㧦ࠠࠬ࠻ᢎ㧔ੱญߩ⚂ 80㧑㧕
z  㚂ㇺ㧦ࡊ࠻ࠕ㧔9 ߟߩᎺࠅ㧕
z  ర㚂㧦ࠫࠚࠗࠦࡉ࠭ࡑᄢ⛔㗔
㧔2009 ᐕ 5 ዞછޔછᦼ 1 ᦼ 5 ᐕߢᦨᄢ 2 ᦼ߹ߢ㧕
z  ਈౄ㧦ࠕࡈࠞ᳃ᣖળ⼏㧔ANCޔ1912 ᐕ⚿ᚑ㧕
z  ㅢ⽻㧦ࡦ࠼㧔1 ࡦ࠼㧦⚂ 12 㧕
㧔⚻ᷣ㧕
z  2008 ᐕߩਥⷐ⚻ᷣᜰᮡߪޔએਅߩㅢࠅ
ታ⾰ GDP ᚑ㐳₸ 㧦3.1㧑
ฬ⋡ GDP ✚㗵  㧦⚂ 2,771 ం☨࠼࡞
㧔ᣣᧄߩ 5㧑ᒝޔᎺߩ 60㧑ᒙ ⒟ᐲ㧕
৻ੱߚࠅฬ⋡ GDP㧦5,693 ☨࠼࡞
㧔ᣣᧄߩ 20㧑ޔᎺߩ 25㧑⒟ᐲ㧕
ᄬᬺ₸     㧦22.9㧑
z  ⾏ᤃ㧦ャ ᣣᧄ☨ޔ࿖⧷ޔ࠷ࠗ࠼ޔ࿖ޔਛ࿖
     Јධࠕߦߣߞߡᣣᧄߪᦨᄢߩャ⋧ᚻ࿖ߩ߭ߣߟ
㧔ࠕࡔ࠲࡞⥄ޔേゞߥߤࠍャ㧕
ャ ࠼ࠗ࠷ޔਛ࿖☨ޔ࿖ޔᣣᧄ⧷ޔ࿖
㧔ࡆࠫࡀࠬⅣႺ㧕
z  ࠨࡉࠨࡂ 48 ࠞ࿖ߩ GDP ߩ 28㧑ࠍභࠆޕ
㧔ࠨࡉࠨࡂ⚻ᷣߩ⋖ਥ㧕
z  ࠕࡔ࠲࡞╬ߩ⾗Ḯᄢ࿖㧔ャ✚㗵ߩ⚂㧢ഀߪ⾗Ḯ㑐ଥ㧕
z  ੱᶖ⾌⸳ޔᛩ⾗߇િ߮ߡ߅ࠅޔ㤥ੱߩᣂਛ㑆ᚲᓧጀ㧔ࡉ࠶ࠢ࠳
ࠗࡗࡕࡦ࠼㧕߇บ㗡ߒߟߟࠆޕ
z  2010 ᐕߩࠨ࠶ࠞࡢ࡞࠼ࠞ࠶ࡊ㐿ࠍ೨ߦޔᄢⷙᮨߥࠗࡦࡈ
ᛩ⾗⸘↹ࠅ
z  㧣ᄢ⥄േゞࡔࠞ߇ߦㅴ
࠻࡛࠲ޔᣣ↥ޔBMWޔ࠷ࡦࡌࠬ࠺࡞ࡔޔVWޔGM࠼ࠜࡈޔ
࠻࡛࠲ߩ↢↥บᢙߪ⚂ 18 ਁบߢ╙ 1 㧔߁ߜャ 12.5 ਁบ㧕
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㧔ࡆࠫࡀࠬߩ⇐ᗧὐ㧕
z  㤥ੱߩ⚻ᷣෳടଦㅴᴺ㧔BEE ᴺ㧦Black Economic Empowerment㧕
ోડᬺߦኻߒޔ㤥ੱߩ⚻ᷣᵴേ߳ߩෳടࠍ᳞ߡࠆ
ᬺ⒳߿ᬺⷙᮨߦࠃࠅኻᔕ߇⇣ߥࠅޔㅴડᬺߦߣߞߡߪⷐᵈᗧ
z  㔚ജਇ⿷ߩᷓೞൻ
ᧄᩰ⊛ߥᣂⷙἫജ⊒㔚ᚲߩᠲᬺ㐿ᆎߪ 2011 ᐕએ㒠
z  ᴦߩᖡൻ
ࠫࠚ࠻ࡠ߇ 2007 ᐕߦታᣉߒߚ⺞ᩏߢߪޔ࿁╵ߒߚධㇱࠕࡈࠞ
ᣣ♽ડᬺ 36 ␠ਛޔ7 ഀએ߇ㆊ 3 ᐕ㑆ߢᴦߪᖡൻߒߚߣ࿁╵
z  ᛛⴚࠍᜬߞߚੱ᧚ߩ⏕߇࿎㔍
ੱઙ⾌ߪࠕࠫࠕߣหࡌ࡞߆ߘࠇએ
ડᬺߪޔ㓹↪ᓟߦੱ᧚ᢎ⢒ࠍⴕ߁ߎߣ߇ᄙ㧔࠻࡛࠲ߩޟ႐╬ޠ㧕
⍮⼂߿ᛛⴚࠍᜬߞߚੱ᧚㧔කᏧޔ㋶ጊᛛⴚ⠪╬㧕ߩᶏᄖᵹ
㧔ᣣᧄડᬺߩ⁁㧕
z  ᣣᧄડᬺߩㅴ⁁ᴫ㧦71 ␠
㧔㧢ᄢ␠╬ࡦ࠻ࠬ࠵ࡉޔ࠷ࡑࠦޔ࠲࡛࠻ޔ㧕
z  ධࠕᣣᧄᎿળ⼏ᚲ(CCIJ)㧦ᱜળຬ 42 ␠
z  ㅴડᬺߩᄢඨ߇ޔ
ޟᏒ႐ߩ᧪ᕈᦼߦޠᓙ
㧔2007 ᐕߦࠫࠚ࠻ࡠ߇ධㇱࠕࡈࠞᣣ♽ડᬺࠍኻ⽎ߦⴕߞߚ⺞ᩏߢޔ
88.6㧑ߩડᬺ߇࿁╵㧕
z  2008 ᐕߩ╙ 4 ࿁ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏㧔TICADΦ㧦ᮮᵿ㧕ࠍ߈ߞ߆ߌߦޔ
ࠕࡈࠞࠍࡆࠫࡀࠬࡄ࠻࠽ߣߒߡ⌀ߦ⠨߃ࠆᣣᧄડᬺ߇ᆎ
ߡࠆ
z  ⾗Ḯߩߺߥࠄߕ⥄ޔὼ↥ຠ㧔ࠦࡅޔࠬࠗࡄࠬޔ⨥⚃ޔႮޔൻ♆ຠ
ේᢱ╬㧕╬ߩಽ㊁ߢ߽ᣣᧄડᬺ߇Ⓧᭂ⊛ߦേߡࠆᮨ᭽
z  ࠫࠚ࠻ࡠ߽ޔⓍᭂ⊛ߦᣣᧄડᬺ߳ߩදജᡰេࠍታᣉ
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ボツワナの天然資源

ߩ࠽ࡢ࠷ࡏ ޞࠣࡦࠖࡈࡉޝᄤὼ⾗Ḯ
○ 日
○ 場

時：2009 年 7 月 23 日（木） 17:30-18:00
所：ボツワナ共和国 ハボローネ（首都）
Walmont Ambassador at the Grand Palm
○ 出席者：JOGMEC
鈴木哲夫所長
在ボツワナ日本国大使館 松山大使 他
経済産業省 通商政策局中東ｱﾌﾘｶ課 木村課長補佐
欧州三井物産 ヨハネスブルク支店 加賀美支店長、村井ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
調査団
松尾団長他（計 14 名＋通訳）
〔概

要〕
JOGMEC ボツワナ地質リモートセンシングセンター（以下センター）につい

て、ブリーフィングを受けたもの
（センターの概要）
正式名称：JOGMEC ボツワナ共和国・地質リモートセンシングセン
ター
・JOGMEC：独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（Japan Oil, Gas and Metals National Corporation㧕
  ࡕ࠻ࡦࠪࡦࠣᛛⴚ㧦ੱญⴡᤊ߿⥶ⓨᯏࠍ↪ߒߡޔㄦㅦߦᐢ
▸࿐ߩ⾰࠺࠲ࠍขᓧߔࠆᚻᲑ
z  ⸳┙㧦2008 ᐕ 7 
2007 ᐕ 11 ↞ޔ⚻ᷣ↥ᬺᄢ⤿㧔ᒰᤨ㧕ߩࡏ࠷ࡢ࠽⸰ᤨߦ⺞
ශߐࠇߚ JOGMEC ߣࡏ࠷ࡢ࠽⾰⺞ᩏᚲ(DGS: Department of
Geological Survey)ߣߩ㑆ߢ✦⚿ߒߚၮᧄวᗧᦠߦၮߠ߈⸳┙
㐿ᚲᑼߦߪ᧻ጊᄢ߇Ꮸ
z  ႐ᚲ㧦ࡠࡃ࠷ࠚ(Lobatse)Ꮢ
㚂ㇺࡂࡏࡠࡀߩධ
ޣᚲޤ
Geologic Information Centre
1st Floor, Plot No. 1734,
Khama 1 Avenue, Lobatse,
BOTSWANA
Tel: +267-530-1503
Fax: +267-530-1501

ࡠࡃ࠷ࠚᏒ⟎࿑
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㧔ᬺౝኈ㧕
z  หࡦ࠲ߪޔ5 ᐕ㑆ߦࠊߚࠅޔએਅੑߟߩᯏ⢻ࠍᨐߚߔޕ
Ԙ ,1)/'% ߩࠕࡈࠞၞߩតᩏὐ
․ߦࠕࡔ࠲࡞⾗Ḯߩࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞ߩ㜞ධㇱࠕࡈࠞၞߦ߅
ߡޔJOGMEC ⁛⥄ߩ⺞ᩏߦട߃ޔหࡦ࠲ߦ߅ߌࠆ SADC ⻉࿖
߆ࠄߩෳട⠪ߦࠃࠆⴡᤊ↹⸃ᨆ⚿ᨐߥߤ߽ᵴ↪ߒߡޔតᩏࡐ࠹ࡦࠪ
ࡖ࡞ၞߩߪߦᦝޔតᩏ JV ߩᒻᚑࠍ⋡ᜰߔޕ
ԙ ࡏ࠷ࡢ࠽ධㇱࠕࡈࠞ߳ߩᛛⴚ⒖ォ
   ࡏ࠷ࡢ࠽߮ SADC ട⋖࿖ߦⴡޔᤊޟASTERޠ/ޟPLASTARޠ

ߛޟ
ߜ↹ߩࠄ߆ߤߥޠࠍ↪ߒߚᦨޔᣂࡕ࠻ࡦࠪࡦࠣߩᛛⴚ⒖
ォࠍⴕ߁ޕ

㧔ⴡᤊ↹⸃ᨆߦ㑐ߔࠆᛛⴚ⺑㧕
   એ㒠ⴡޔᤊ↹⸃ᨆߦ㑐ߔࠆᛛⴚ⺑㧔⇛㧕

⾰ࡕ࠻ࡦࠪࡦࠣࡦ࠲߇ࠆ⾰⺞ᩏᚲߩᄖⷰ
㧔ౖ㧕JOGMEC ࡎࡓࡍࠫ
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ボツワナ教育省教育テレビ開設プロジェクト
○ 日
○ 場

時：2009 年 7 月 23 日（木） 18:00-18:30
所：ボツワナ共和国 ハボローネ（首都）
Walmont Ambassador at the Grand Palm
○ 出席者：NHK エディケーショナル 仲居宏二常務特別業務主管
在ボツワナ日本国大使館 松山大使 他
経済産業省 通商政策局中東ｱﾌﾘｶ課 木村課長補佐
欧州三井物産 ヨハネスブルク支店 加賀美支店長、村井ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
調査団
松尾団長他（計 14 名＋通訳）
〔概 要〕
ボツワナにおける教育テレビ開設プロジェクトについてブリーフィングを
受けたもの
（ボツワナの教育・放送）
ボツワナは、国家予算の 30％を教育費に充てている。
現在テレビは総合一チャンネルしかなく、教育テレビ局の開設を望ん
でいる。
南アは 2011 年にデジタルを開始する予定で、ボツワナもデジタル化
に尽力している。
（NHK エデュケーショナルの活動）
NHK エデュケーショナル（NED）が、NHK-ボツワナ教育省との有
償協力覚書に基づき、ボツワナ教育テレビとコンサル契約を締結し、仲
居常務が派遣された。
具体的な活動内容については、番組販売、プロモーション、機材設計、
設備更新等を行う。
NHK のブランド強化に繋げたい。
㧔ߎࠇ߹ߢߩ⚻✲ᓟߩ੍ቯ㧕
2008 ᐕ 5 

NHK ߪࡏ࠷ࡢ࠽ᢎ⢒⋭ߣࡏ࠷ࡢ࠽ᢎ⢒࠹ࡆ㐿⸳ߦ㑐ߔ
ࠆఘදജⷡᦠ✦⚿

8

ખዬ᳁Ᏹോ߇ߦᵷ㆜ߐࠇࠆޕᬺ⸘↹╷ቯ
㧔NED ⚻⾌⽶ᜂ㧕

12 

NED-ࡏ࠷ࡢ࠽ᢎ⢒⋭࡞ࠨࡦࠦޔᄾ⚂ၮᧄวᗧ

2009 ᐕ 8 

NED ࠦࡦࠨ࡞ᬺോ㐿ᆎ㧔ࡏ࠷ࡢ࠽⚻⾌⽶ᜂ㧕

2010 ᐕ 4 

ࡏ࠷ࡢ࠽ᢎ⢒࠹ࡆ⹜㛎ㅍ㐿ᆎ੍ቯ
㧔ߘߩᓟᧄᩰㅍ㐿ᆎߦ߁ᬺߩᧄᩰൻ㧕
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ボツワナの投資環境
○ 日 時：2009 年 7 月 22 日（水） 16:00-16:50
○ 場 所：ボツワナ共和国 ハボローネ（首都）BEDIA 会議室
○ 出席者： BEDIA
モセネネ総裁代理他
在ボツワナ日本国大使館 小坂公使、大塚書記官、田代書記官
経済産業省 通商政策局中東ｱﾌﾘｶ課 木村課長補佐
欧州三井物産 ヨハネスブルク支店 加賀美支店長、村井ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
調査団
松尾団長他（計 14 名＋通訳）
〔概

要〕

１． 民間セクターの自治組織として、ボツワナへの投資促進を支援している。
２． ボツワナの投資環境は優れている。（識字率の高さ、政治及びマクロ経
済の安定、汚職のなさ、南部アフリカの拠点としての可能性等）
３． ボツワナは、産業の多角化に貢献する投資を求めている。
〔モセネネ総裁代理のコメント〕
（BEDIA の組織概要）
民間セクター主導の自治組織
（1997 年、国会で制定された法に基づいて設立）
ボツワナ政府の政策に沿って、同国の投資環境の改善
（ボツワナ政府の社会経済政策・目標に基づいて活動）
ボツワナへの投資
を検討する企業等の
窓口（投資家の友）
として、投資に関す
る各種手続等の実施
を支援
国内生産された工
業品の販売市場の開
拓や、製造業設立に
あたっての工場建設
も担当
ࡕࡀࡀ✚ⵙઍℂ
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ࡏ࠷ࡢ࠽⾏ᤃᛩ⾗ଦㅴᯏ᭴(BEDIA)ⷐ

ᱜᑼฬ⒓

Botswana Export Development and Investment Authority
㧔BEDIA㧕

⸳ ┙

1997 ᐕ㧔࿖ળߢቯߐࠇߚᴺߦၮߠ߈⸳┙㧕

ᧄ ㇱ

ࡂࡏࡠࡀ㧔㚂ㇺ㧕
ධࠕࡈࠞ࿖ߦࡦ࠼ࡦࡠޔᶏᄖോᚲࠅ

✚ ⵙ

࠼࡞ࠞࠬࡑࡂ࠻ࡑࠬ᳁㧔Ms. Dorcas Makgato-Malesu㧕

⋡ᮡ
㧔ࡆ࡚ࠫࡦ㧕

ධㇱࠕࡈࠞၞߩ⾏ᤃᛩ⾗ࠍਥዉߔࠆᐭᯏ㑐ߣߒߡޔ
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㧔ౖ㧕BEDIA ࡎࡓࡍࠫ
http://www.bedia.co.bw

ޣᚲޤ
Plot 28 Matsitama Rd
P. O. Box 3122
Gaborone
Botswana
Tel: +267 318 1931
Fax: +267 318 1941
Email: bedia@bedia.bw
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南部アフリカの電力事情
⺞ޝᩏႎ๔ ޞධㇱࠕࡈࠞߩ㔚ജᖱߦߟߡ
Ⅰ

南アフリカ電力公社（Eskom）

○ 日 時：2009 年 7 月 24 日（金） 15:00-16:00
○ 場 所：南アフリカ共和国 ヨハネスブルク都市圏
○ 出席者：Eskom 発電事業最高責任者
ブライアン・デームス氏
欧州三井物産 ヨハネスブルク支店 加賀美支店長、武末 GM
調査団
松尾会長他（計 6 名）
〔概 要〕
１． Eskom は、南ア政府の政策により 80～90 年代にかけて発電設備への投資を行わな
かったため、南アでは 2007 年 11 月以降深刻な電力危機に陥っている。
２． 安価な石炭を利用した火力発電が主体であるため、南アの電力単価は世界でも有数
の安さである。
３． 南アでは原子力発電所が運転されている。独自に小型原子炉の開発も行っているが、
国内での商用機建設の目途は立っていない。

（電力需給）
南アでは深刻な電力危機に陥っており、輪番停電が頻発している。
（2008 年 1～2 月に大規模停電が発生）
供給予備率も低下しており、2008 年で 8％にとどまる。将来は 15％～18％ま
で上げたい。
電力不足については、
少なくとも今後 2012～13 年頃までは続く見込みである。
（設備計画）
南ア政府は、電力市場への新規参入を促すという政策により、過去数十年
Eskom の設備投資を抑制して設備容量の増設を認めなかった。
2004 年から新規設備投資を再開した。
（Eskom70%、民間 30%、日立製作所が受注した 800MWｘ６基など）
現在 4000 万 kW 弱の発電容量を、
2025 年時点で 8,000 万 kW まで拡大したい。
（2,000 万 kW の新規原子力発電所建設計画を含む）
アフリカ諸国も南アフリカ同様に電力不足で、その解消に向けて協力する方針
である。
（ボツワナ、モザンビークなど）
今後は、自国内の電源は IPP（独立系発電事業）により開発し、他国における
電源は、電力の購買者（オフテーカー）として電力売買契約を締結して調達する
と同時に、設備投資に必要な資金調達を援助する考えである。
ボツワナのママブラ IPP プロジェクトにおいて、住友商事、CIC 連合から事業
を引き継いだ上海電気集団と、電力単価について交渉中。（Eskom は、昨年の金
融危機以降、南ア国内の電力需要が減っているため、高い電力単価で折れる必要
はないと考えている。
）
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ㅍ㈩㔚✢ߎ߁㐳
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South African Electricity Public Utility㧔ධࠕࡈࠞ㔚ജ␠㧕
࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠣㇺᏒ㧔Sandton Ꮢ㧕
ධࠕࡈࠞ࿖ᐭ 100㧑
32,674 ฬ㧔2008 ᐕ㧕
68㧑㧔2002 ᐕ㧕
1922 ᐕ ᣂ㔚᳇ᴺߦࠃࠅ Escom ⸳┙
1987 ᐕ Escom ߆ࠄ Eskom ߦᡷ⒓
2002 ᐕ ᩣᑼળ␠ൻ㧔Eskom Holdings Limited ⸳┙㧕
Eskom㧔2008 ᐕ㧕
3,874 ਁ Kw
3,651 ਁ kW
2,243 ం kWh
36.6 ਁ km
⚂ 5,300 ం
2.33 / kWh
㩛㨺㩍㩨㨲㨺㩇㩨㧦A2
S&P
㧦BBB+

ኻ㔚
⚂2
⚂ 2.1 
⚂ 2.6 
⚂ 2.5 
⚂ 40%
⚂ 12%

Ꮊ㔚ജ
2,002 ਁ kW
2009/3 ᧃ
1,771.4 ਁ kW 2008/8/1
858 ం kWh
2008 ᐕᐲ
14.5 ਁ km
2009/3 ᧃ
1 ళ 3,782 ం 2008 ᐕᐲ
19.99 
2008/9/1㨪

ਅ

㩛㨺㩍㩨㨲㨺㩇㩨㧦Aa2

㧔ౖ㧕Eskom ␠ࡎࡓࡍࠫޔᶏᄖ⻉࿖ߩ㔚᳇ᬺ ╙ 2 ✬ 2005 ᐕ
ᶏᄖ㔚ജᖱ 2008 ᐕ 9 ภ㧔ᶏᄖ㔚ജ⺞ᩏળ㧕
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㩘㩨㩌㩦㩏

㩔㩘㩨㩥㨺㩒
㩠㩔㩒㩇㩖㩨㩣㩂

ධ㨻

ේሶജ⊒㔚ᚲ
 
㧔ౖ㧕ධࠕࡈࠞ㔚ജ␠(Eskom) 2008 ᐕᐲᐕᰴႎ๔ᦠ

٨  ⍹Ἣജ⊒㔚ᚲ㧔ᣢ⸳㧕  ⍹߇⾮ሽߔࠆධࠕർ᧲ㇱߦ㓸ਛ
٨  ⍹Ἣജ⊒㔚ᚲ㧔⸘↹ਛ㧕
٨  ේሶജ⊒㔚ᚲ㧔Ⓙਛ㧕
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南部アフリカの電力事情
⺞ޝᩏႎ๔ ޞධㇱࠕࡈࠞߩ㔚ജᖱߦߟߡ
Ⅱ

ボツワナ電力公社（BPC）

○ 日 時：2009 年 7 月 22 日（水） 17:10-18:00
○ 場 所：ボツワナ共和国 ハボローネ
○ 出席者：ボツワナ電力公社
ラレル総裁代理
在ボツワナ日本国大使館
大塚書記官
経済産業省
木村課長補佐
欧州三井物産 ヨハネスブルク支店
加賀美支店長、村井ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
調査団一行
松尾団長他（計 14 名）
〔概 要〕
１． 国営電力会社である BPC が、ボツワナ国内の電力事業を独占。
２． IPP の参入も可能であり、大型 IPP プロジェクト（1,200MW）が計画中。
３． 再生可能エネルギーをベースとした農村電化に取り組んでいる。
〔ラレル氏のコメント〕
（全般）
政府 100％出資の国営電力会社であるボツワナ電力公社が、国内の発電・送電・
配電事業を一貫して運営。
（BPC の民営化については、民営化リストに入ってい
るものの上位ではなく、具体的な時期等は定まっていない。）
2007 年 12 月の法改正により、独立系発電事業者（IPP）の参入が法的に可能
となった。
ボツワナ政府は、2012 年初頭にエネルギーと水の業界を管理する機関を設立
する計画あり。

ࡏ࠷ࡢ࠽㔚ജ␠ ࡞✚ⵙઍℂ
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㧔㔚ജ㔛⛎⸳⸘↹㧕
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ߩ✚㔚ജ㔛ⷐߪ 550MW ߢࠆ߇ޔߩ⊒㔚⢻ജߪ 132MW ߩ⍹
Ἣജߩߺ㧔ㆇ㐿ᓟ 22 ᐕ⚻ㆊߒ⠧ൻㅴ㧕ߢࠆߚ✚ޔ㔚ജ㔛ⷐߩ 80㧑ࠍޔ
ධࠕ Eskom ߥߤᄖ࿖ࠃࠅャޕ
z  2012 ᐕߦޔ600MW ߩᣂߚߥ⍹Ἣജ⊒㔚ᚲ㧔MorupleBΣᦼ㧕߇┙ߜ߇ࠆ
੍ቯޕ
z  ධࠕߪ㔚ജਇ⿷ߩߚޔ㔚ജャߩᄢߦߪᶖᭂ⊛ߢࠅޔ2010 ᐕࠃࠅ Eskom
߆ࠄߩ㔚ജଏ⛎㊂߇Ბ㓏⊛ߦᒁ߈ਅߍࠄࠇࠆ੍ቯޕ
ධࠕߣࡏ࠷ࡢ࠽ߩ㔚ജャᄾ⚂㧔5 ᐕᄾ⚂ޔMW㧕
2008~9 ᐕ 㧦350ޔ2010 ᐕ㧦250ޔ2011~12 ᐕ㧦150

z
z

 ⸥ߩℂ↱ߦࠃࠅޔ2010㨪2012 ᐕߩ㔚ജ㔛⛎ߪ㕖Ᏹߦ෩ߒߚࠖ࠺ޔ
࡞⊒㔚ᯏ㧔70MWޔ90MW㧕ࠍ⸳⟎ߔߴߊޔᬺ⠪ߣᷤਛޕ
 2012 ᐕએ㒠ߪޔᣂߚߥ⍹Ἣജ⊒㔚ᚲߩㆇ㐿ߣ⋭ࠛࡀ㧔demand side control㧕
ߦࠃࠅޔ㔚ജଏ⛎㊂ߩᔃ㈩ߪߥߚޔCO2 ኻ╷ߦὶὐࠍ⛉ࠅߚޕ

㧔㔚ജᢱ㊄㧕
z  ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ౝߩ㔚ജᢱ㊄߇ߩߪ✚ޔ㔛ⷐߩ㧤ഀࠍޔᢱ㊄නଔ߇ධࠕ߆
ࠄ㐳ᦼᄾ⚂ߦࠃࠅャߒߡࠆߎߣߦࠃࠆޕ
z  ߒ߆ߒޔධࠕߣߩ㐳ᦼᄾ⚂ߪ 2012 ᐕߢḩੌߣߥࠆߚޔᓟᲑ㓏⊛ߦ⊒㔚ࠦ
ࠬ࠻ߦวߞߚ㔚᳇ᢱ㊄ߦᒁ߈ߍߚߣ⠨߃ߡࠆޕ
㧔ࡑࡑࡉ +22 ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㧕
z  ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ౝߦߩޔ⍹Ἣജߢࠆ
ࡑࡑࡉ㧔Mmamabula㧕IPP ࡊࡠࠫ
ࠚࠢ࠻ࠅޕ㧔1,200MWޔਛ࿖ᶏ
㔚᳇㓸࿅߇⾗㧕
z  ࠝࡈ࠹ࠗࠞ㧔㔚ജߩ⾈ᚻ㧕ߪ
Eskom ߣ BPC ߢࠅޔ1,200MW ߩ
߁ߜޔ900MW ࠍ Eskom ޔ300MW
ࠍ BPC ߦᄁ㔚ߔࠆ੍ቯޕ
㧔 Eskom ߣߩ㑆ߢޔ㔚ജᄁ⾈
ᄾ⚂㧔PPA㧕ߩ᧦ઙࠍᷤਛ㧕
z  ㆇ㐿ᤨᦼߪᧂቯߢࠆ߇ޔ
MorupleBΣᦼ߇ㆇ㐿ߔࠆ 2012 ᐕࠃ
ࠅߪᓟߦߥࠆㄟߺޕ

䊗䉿䊪䊅㔚ജ␠䋨䊚䉾䉲䊢䊮䋩㩷
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㧔ㄘ㔚ൻ㧕
z
z  ౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡࠍࡌࠬߣߒߚㄘ㔚ൻߦขࠅ⚵ࠎߢࠆޕ
㧔ㄘ㔚ൻ㧕
z  ౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡࠍࡌࠬߣߒߚㄘ㔚ൻߦขࠅ⚵ࠎߢࠆޕ
ࡏ࠷ࡢ࠽㔚ജ␠ߩሶળ␠ߣߒߡޟBPC Lesedi ␠ࠗࡖ࠴ࡦࡈޔߒ┙⸳ࠍޠ
z
z ࠭ᣇᑼߦࠃࠆㄘ㔚ൻࠡ࡞ࡀࠛޔല₸ൻࠍផㅴߒߡࠆޕ
ࡏ࠷ࡢ࠽㔚ജ␠ߩሶળ␠ߣߒߡޟBPC Lesedi ␠ࠗࡖ࠴ࡦࡈޔߒ┙⸳ࠍޠ
z ࠭ᣇᑼߦࠃࠆㄘ㔚ൻࠡ࡞ࡀࠛޔല₸ൻࠍផㅴߒߡࠆޕ
ޟBPC Lesedi ␠ߩ߳ޠ᳃㑆߆ࠄߩ⾗ߦߟߡ߽Ꮧᦸߒߡࠆޕ
Lesedi
␠ߩᬺౝኈ
z BPC
ޟBPC
Lesedi
␠ߩ߳ޠ᳃㑆߆ࠄߩ⾗ߦߟߡ߽Ꮧᦸߒߡࠆޕ
ᄥ㓁శ⊒㔚ࠪࠬ࠹ࡓ㧔Solar
PV Systems㧕ߩ⸳⟎
BPC Lesedi ␠ߩᬺౝኈ
ዊⷙᮨ㈩㔚✂㧔Mini Grid㧕ߦࠃࠆࠝࡈࠣ࠶࠼㔚ൻ
ᄥ㓁శ⊒㔚ࠪࠬ࠹ࡓ㧔Solar
PV Systems㧕ߩ⸳⟎
ల㔚ᑼߩዊဳࡦ࠲ࡦ㧔Rechargeable
Lantern㧕ߩ⽼ᄁ
ዊⷙᮨ㈩㔚✂㧔Mini Grid㧕ߦࠃࠆࠝࡈࠣ࠶࠼㔚ൻ
㜞ല₸ߩ⮌ࠬ࠻ࡉ㧔Efficient WoodLantern㧕ߩ⽼ᄁ
Stove㧕 ߩ⽼ᄁ
ల㔚ᑼߩዊဳࡦ࠲ࡦ㧔Rechargeable
㜞ല₸ߩ⮌ࠬ࠻ࡉ㧔Efficient Wood Stove㧕 ߩ⽼ᄁ
㧔ౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡ㧕
z  ౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡߦߤࠎߤࠎᛩ⾗ߔࠆޕᐲ㕙ߢ߽ FIT ࠍዉߔࠆޕ
㧔ౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡ㧕
In Tariff㧕
z FIT㧔Feed
 ౣ↢น⢻ࠛࡀ࡞ࠡߦߤࠎߤࠎᛩ⾗ߔࠆޕᐲ㕙ߢ߽
FIT ࠍዉߔࠆޕ

ᐭߦࠃࠆ㔚ജᢱ㊄ഥ╷㧔࠼ࠗ࠷ߢᦨೋߦᐲൻ㧕
FIT㧔Feed
In Tariff㧕
ᄥ㓁శ⊒㔚ߪޔᓥ᧪ᣇᑼߦᲧߴࠦࠬ࠻㜞ߢࠆߚޔᄥ㓁శ⊒㔚⸳ࠍዉߒߚ
ᐭߦࠃࠆ㔚ജᢱ㊄ഥ╷㧔࠼ࠗ࠷ߢᦨೋߦᐲൻ㧕
⠪߇㔚ജࠍ㔚ജળ␠ߦᄁࠆ㓙ޔᐭ߇ᄥ㓁శߦࠃࠆࠦࠬ࠻ߣᓥ᧪ᣇᑼߦࠃࠆ
ᄥ㓁శ⊒㔚ߪޔᓥ᧪ᣇᑼߦᲧߴࠦࠬ࠻㜞ߢࠆߚޔᄥ㓁శ⊒㔚⸳ࠍዉߒߚ
ࠦࠬ࠻ߩᏅࠍႯ
⠪߇㔚ജࠍ㔚ജળ␠ߦᄁࠆ㓙ޔᐭ߇ᄥ㓁శߦࠃࠆࠦࠬ࠻ߣᓥ᧪ᣇᑼߦࠃࠆ
ߎࠇߦࠃࠅޔᄥ㓁శ⊒㔚⸳ߩዉࠍଦㅴ
ࠦࠬ࠻ߩᏅࠍႯ
z
 ᣣᧄᐭߩήఘេഥޟCool Earth Partnership 㩖㩩㩥㩂㩨㩡㩛ޔࠅࠃߦޠ1MW ߩᄥ㓁
ߎࠇߦࠃࠅޔᄥ㓁శ⊒㔚⸳ߩዉࠍଦㅴ

z శ⊒㔚ᚲ⸘↹߇ㅴࠎߢࠆޕ
ᣣᧄᐭߩήఘេഥޟCool Earth Partnership 㩖㩩㩥㩂㩨㩡㩛ޔࠅࠃߦޠ1MW ߩᄥ㓁
z శ⊒㔚ᚲ⸘↹߇ㅴࠎߢࠆޕ
 200MW ߩᄥ㓁ᾲ⊒㔚ࠍޔ᳃㑆ߣߩห⾗ߢⴕ߁⸘↹߽ࠆޕ

z  200MW ߩᄥ㓁ᾲ⊒㔚ࠍޔ᳃㑆ߣߩห⾗ߢⴕ߁⸘↹߽ࠆޕ
㧔ߘߩઁ㧕

z  BPC ߪޔ㔚ജߦᬺಽ㊁߇㒢ቯߐࠇߡࠆ߇ޔ᧪⊛ߦߪㅍ㔚✂ࠍశㅢା
㧔ߘߩઁ㧕
z ߦᵴ↪ߒߚޕ
BPC ߪޔ㔚ജߦᬺಽ㊁߇㒢ቯߐࠇߡࠆ߇ޔ᧪⊛ߦߪㅍ㔚✂ࠍశㅢା
z ߦᵴ↪ߒߚޕ
 ጀࠟࠬߦࠃࠆἫജ⊒㔚ᚲ㧔250MW㧕ࠍ 2011 ᐕඨ߫ߦ IPP ߢ┙ߜߍࠆ⸘
z ↹߇ࠆ߇ߩࠬࠟޔၒ⬿㊂ߦਇ߇ࠆޕ
 ጀࠟࠬߦࠃࠆἫജ⊒㔚ᚲ㧔250MW㧕ࠍ 2011 ᐕඨ߫ߦ IPP ߢ┙ߜߍࠆ⸘
↹߇ࠆ߇ߩࠬࠟޔၒ⬿㊂ߦਇ߇ࠆޕ

ࡏ࠷ࡢ࠽㔚ജ␠ߢߩᗧ឵

ࡏ࠷ࡢ࠽㔚ജ␠㧔ᧄ␠㧕
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  ࠽ࡢ࠷ࡏޣ㔚ജ␠ $2% ⷐޤ

ᱜᑼฬ⒓
ᧄ ␠
ᩣ ਥ
ᓥᬺຬ
ᴪ 㕟
㔚ൻ₸

Botswana Power Corporation
ࡂࡏࡠࡀ
ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ᐭ㧔࿖ળ␠㧕
1,950 ੱ㧔2008 ᐕ㧕
1970 ᐕ 㔚ജ␠ᴺߦࠃࠅ⸳┙
1998 ᐕ ධࠕㅍ㔚✂ߣㅪଥ
36㧑㧔ㇺᏒㇱ 43㧑ޔㄘㇱ 26㧑㧕
㨇2001 ᐕ࿖⺞ᩏ㨉

ࡏ࠷ࡢ࠽㔚ജ␠㧔2008 ᐕ㧕
13.2 ਁ kW
⊒㔚⸳ኈ㊂
㧔⍹Ἣജߩ Moruple ⊒㔚ᚲߩߺ㧕
49.3 ਁ kW
ᦨᄢ㔚ജ
㧔2013 ᐕ㧦86 ਁ kW ߩㄟߺ㧕
28.9 ం kWh
⽼ᄁ㔚ജ㊂
㧔㔚ജߩ 8 ഀࠍධࠕ╬߆ࠄャ㧕
送配電線
ᄁ㜞
㔚ജනଔ
(1kWh)

ኻ㔚
⚂ 0.7%
⚂ 2.8%
⚂ 3.3%
-

（不明）
⚂ 131 ం

1㧑ᒙ

4.5 

⚂ 22㧑

Ꮊ㔚ജ
1,971 ਁ kW
(2008/3 )
1,771.4 ਁ kW
(2008/8/1)
880 ం kWh
(2007 ᐕᐲ)
14.4 ਁ km
(2008/3 )
1 ళ 4,373 ం
(2008 ᐕᐲ)
19.99 
(2008/9/1 ᡷቯ)

㧔ౖ㧕ࡏ࠷ࡢ࠽㔚ജ␠ࡎࡓࡍࠫ
ᶏᄖ⻉࿖ߩ㔚᳇ᬺ ╙ 2 ✬ 2005 ᐕ

㧖⊒㔚ᚲ৻ⷩ㧔ᣢሽ⸘↹㧕
⊒㔚ᚲ㧔㩖㩩㩥㩆㩨㨴㩂㩎㧕 MW
⁁
MorupleA
132 Ⓙਛ
MorupleB Σᦼ
600 ᑪ⸳ᄾ⚂ᷣ㧔ਛ࿖㧕
MorupleB Τᦼ
600 ⸘↹ਛ
Mmamabula
1,200 PPA ᷤਛ

㧔ᶏᄖ㔚ജ⺞ᩏળ㧕 ߶߆

ㆇォ㐿ᆎ
1987 ᐕ㗃
㧔22 ᐕ೨㧕
2012㧛3Q ੍ቯ
ᧂቯ㧔2014 㗃㧕
ᧂቯ㧔2015 㗃߆㧕

⸳
BPC
BPC
IPP*
IPP*


㧖+22㧔⁛┙♽⊒㔚ᬺ⠪㧕
᳃㑆⾗ᧄߩᵴ↪ߦࠃࠅ⊒ޔ㔚ࠗࡦࡈߩᢛࠍⴕ߁ࠬࠠࡓ
ᬺᦼ㑆ਛߪᬺ⠪߇⸳ࠍ㧔ᬺᦼ㑆⚳ੌᓟߦ⸳ࠍ⒖▤ߔࠆޟBOT ᣇᑼ⛮ޔޠ
⛯ߒߡߔࠆޟBOO ᣇᑼࠅޠ㧕
⊒㔚ߒߚ㔚ജߪޔ㔚ജᄁ⾈ᄾ⚂㧔PPA㧩Power Purchase Agreement㧕ߩ✦⚿ߦࠃࠅޔ
㔚ജળ␠╬ߦ⽼ᄁ
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ධㇱࠕࡈࠞ㔚ജࡊ࡞(SAPP)
ᱜᑼฬ⒓

South African Power Pool
ࠕࡈࠞᄢ㒽ධㇱߩෳട࿖ࠍㅍ㔚✂ߢធ⛯ߔࠆߎߣߦࠃࠅޔၞౝ

⸳┙⋡⊛

ߩቯ⊛ߥ㔚ജଏ⛎ࠍ࿑ࠆ
᧪⊛ߦߪࠕࡈࠞ߿ർࠕࡈࠞߩၞ㔚ജ✂ߣ߽ធ⛯ߒޔ
㔚ജࠍ᰷Ꮊߦャߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߔ

⸳ ┙

1995 ᐕ㧔ධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห[SADC]ౝߩ⚵❱ߣߒߡ⸳┙㧕

ോዪ

ࡂ㧔ࠫࡦࡃࡉࠛ㧕
12 ߆࿖㧔ㅪ៤ㆇ↪ߐࠇߡࠆ࿖ߪޔએਅߩ 9 ࠞ࿖㧕

ട⋖࿖

ࡏ࠷ࡢ࠽ࠧࡦࠦޔ᳃ਥ࿖ޔࠢࡆࡦࠩࡕޔ࠻࠰ޔ
࠽ࡒࡆࠕޔධࠕࠛࡉࡃࡦࠫޔࠕࡆࡦࠩޔ࠼ࡦࠫࡢࠬޔ

㧔ౖ㧕SAPP ࡎࡓࡍࠫޔᶏᄖ㔚ജᖱ 2008 ᐕ 9 ภ

5#22 ߩㅪଥ♽⛔㧔࠺࠲ߪ  ᐕᐲ㧕
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ボツワナのダイヤモンド産業

《調査報告》ダイヤモンド・トレーディング・カンパニー（DTCB）
○ 日 時：2009 年 7 月 22 日（水） 11:30-12:00
○ 場 所：ボツワナ共和国 ハボローネ（首都）
○ 出席者：ダイヤモンド・トレーディング・カンパニー カホ氏（Mr. Kago）
経済産業省 通商政策局中東ｱﾌﾘｶ課 木村課長補佐
欧州三井物産 ヨハネスブルク支店 加賀美支店長、村井ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
調査団
松尾団長他（計 14 名＋通訳）
○ 概 要：ダイヤモンド原石の選別・評価を行う「ダイヤモンド・トレーデ
ィング・カンパニーを訪問

デビアス社とボツワナ政府が、折半出資（2008 年に操業開始）
デビアス社の地元振興事業(Beneficiation Programme)の柱として設立
・ボツワナ国内における、持続可能で収益確保が可能な第二次・第三
次産業の育成支援、雇用創出に貢献
ダイヤモンドの価値評価を通じ、将来的に価格決定に関する主導権の確
保や、ボツワナ以外の国のダイヤモンドの選別・加工も視野

DTCB 外観（デビアス社 H P より）
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ᱜᑼฬ⒓
ᬺౝኈ
⾗ᧄ㑐ଥ

ᴪ 㕟

Diamond Trading Company Botswana (DTCB㧕
࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ේ⍹ߩㆬ⹏ଔ
ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ౝߩ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ടᎿ⎇⏴ળ␠߳ߩේ⍹ߩ⽼ᄁ
ࡏ࠷ࡢ࠽ᐭ(50%)(␠ࠬࠕࡆ࠺ޔ50%)
2006 ᐕ 5  ࡏ࠷ࡢ࠽ᐭߣ࠺ࡆࠕࠬ␠ߣߩ㑆ߢޔDTCB ߩ⸳
┙ߦߟߡวᗧ
2007 ᐕ 11  ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ౝߩടᎿᬺ⠪ 16 ␠߳ߩଏ⛎ቯࠍ
2008 ᐕ   DTCB ᠲᬺ㐿ᆎ
ࡏ࠷ࡢ࠽ߦ߅ߌࠆ↢↥㜞ߩ 90%એߦߚࠆޔᐕ㑆 3,000 ਁࠞ

ㆬ㊂

࠶࠻ߩේ⍹ࠍㆬ
㧔ࠫࡘࡢࡀࡦ㋶ጊߥߤ߆ࠄㅍࠄࠇߚ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ේ⍹ࠍࠨ⦡ޔ
ࠗ࠭ㅘᐲ╬ߦࠃࠅޔ15,000 એ߽ߩࠞ࠹ࠧߦㆬ㧕

  
ᧄ⾗ޣ㑐ଥޤ

 
㧔ౖ㧕࠺ࡆࠕࠬ␠ ᐕᰴႎ๔ᦠ(2008 ᐕ)
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࠺ࡆࠕࠬ &G$GGTU ␠ⷐ

 ⷐ

࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ᬺ⇇ߦ߅ߌࠆ⇇⊛ߥࠟࡃડᬺ
⇇ࠪࠚࠕ㧦40㧑⒟ᐲ㧔߆ߟߡߪ 80㧑⒟ᐲߣ߶߷⁛භ㧕
┹วઁ␠ 㧦ࠝ࠹ࠖࡦ࠻ޔBHP ࡆ࠻ࡦ ╬

ᧄ␠ᚲ
⸳┙
ᬺౝኈ
ᄁ㜞㧔2008 ᐕ㧕

࡛ࡂࡀࠬࡉ࡞ࠢ㧔ධࠕࡈࠞ࿖㧕
1888 ᐕ
࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ߩណជޔᵹㅢޔടᎿ⽼ޔᄁ
68.9 ం☨࠼࡞㧔⚂ 6,900 ం㧕 ޣ1 ☨࠼࡞=100 ޤ
4,813 ਁࠞ࠶࠻*㧔⚂ 9.6 ࠻ࡦ㧕
࿖

㩊㩨㨼㩞㩝㩧㩎㩨↢↥㜞
㧔㩍㩨㩕㩨㨻㩇␠ 2008 ᐕ㧕

↢↥㜞㧔ਁ㩀㩡㨹㩎㧕

㧑

ࡏ࠷ࡢ࠽

3,227

67.0%

ධࠕࡈࠞ

1,196

24.8%

࠽ࡒࡆࠕ

212

4.4%

ࠞ࠽࠳

164

3.4%

13

0.3%

4,813

100%

࠲ࡦࠩ࠾ࠕ
⸘

*1 ࠞ࠶࠻㧩0.2g

⾗ᧄ㑐ଥ

ߘߩઁ

࡞ࠢࡦࡉ࡞ࠢߩᜬᩣળ␠ࠍㅢߓߡޔฦ࿖ᴺੱߦ
⾗㧔㕖႐㧕
ᜬᩣળ␠߳ߩ⾗Ყ₸
ࠕࡦࠣࡠࠕࡔࠞࡦ

45㧑

⾗Ḯࡔࠫࡖ㧔ᧄ␠⧷࿖㧕

ࡦ࠻࡞ࡎ࡞࠺ࠖࡦࠣࠬ

40㧑

ࠝ࠶ࡍࡦࡂࠗࡑኅ㧔ഃᬺ⠪㧕

ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ᐭ

15㧑

ߪ࠼ࡦࡕࡗࠗ࠳ޟ᳗㆙ߩノ߈ De Beersޠ
(A Diamond is Forever)ߩࠠࡖ࠶࠴ࠦࡇߢฬ


㧔ౖ㧕࠺ࡆࠕࠬ␠ HPޔWikipedia ߶߆
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ダイヤモンド鉱山（ジュワネン鉱山）

ޝ႐ⷞኤ࠼ࡦࡕࡗࠗ࠳ޞ㋶ጊ㧔ࠫࡘࡢࡀࡦ㋶ጊ㧕

○ 日 時：2009 年 7 月 23 日（木） 9:00-12:30
○ 場 所：ボツワナ共和国 ジュワネン(Jwaneng)鉱山
○ 出席者：ジュワネン鉱山
Motlhabani(Assistant GM)氏他
在ボツワナ日本国大使館 松山大使 他
調査団
松尾団長他（計 14 名＋通訳）
○ 概 要： 生産金額ベースで世界最大のダイヤモンド鉱山であるジュワ
ネン鉱山を視察
〔ボツワナにおけるダイヤモンド産業〕
ボツワナの宝飾用ダイヤモンド生産量は、金額ベースで世界 1 位
・31 億米ドル（世界の 25％）
・2 位ロシア（世界の 17％）
、その後南ア、カナダと続く
ボツワナの経済に大きく寄与
・GDP の 33％・外貨収入の 70％
・国民の 17％が感染している AIDS に対する援助、教育・スポーツ等
への社会貢献
ボツワナ国内のダイヤモンドの大半は、デブスワナ社が生産
＊デブスワナ(Debswana)社
࠺ࡆࠕࠬ␠(50%)࠽ࡢ࠷ࡏޔ࿖ᐭ(50%)⾗ߩวᑯળ␠
ࠫࡘࡢࡀࡦ㋶ጊઁ ߢ࠽ࡢ࠷ࡏޔ4 ߟߩ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼㋶ጊࠍᚲ
2003 ᐕߦߪ 3,000 ਁࠞ࠶࠻, 2006 ᐕߪ 3,400 ਁࠞ࠶࠻ߩ࠳ࠗࡗ
ࡕࡦ࠼ࠍ↢↥

ާ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ߩ⽼ᄁި
z  ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ߪࡠࡦ࠼ࡦߢᦨ⚳ຠߦߐࠇߚᓟޔ⇇ߢ⽼ᄁ
z  ᑼߦᦨ⚳ຠߢࠆ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ࠍᏒ⽼ߒߡࠆᐫߪߪߢ࠽ࡢ࠷ࡏޔ
৻イߩߺ㧔ㅘᐲߩ㜞ᦨ㜞⚖ߩ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼㧝ࠞ࠶࠻ߩଔᩰߪޔᣣᧄ
ߢ⚂ 120 ਁ㧕
z

ቲ㘼↪࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ߪޔ
ޟ4C⹏ߢޠଔ
⦡㧔color㧕
ޔㅘᐲ㧔clarity㧕
ޔ㊀ߐ㧔carat-weight㧕
⏴⎇ޔ㧔cut㧕
ࠕࡔࠞቲ⍹ቇදળ(GIA)߇⠨᩺
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ާ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ߩᕈ⁁╬ި
z  ᕈ ⁁
    ⚿᥏᭴ㅧࠍᜬߟ⚛(C)ߩห⚛ߩ߭ߣߟ
ታ㛎ߢ⏕߆ࠄࠇߡࠆਛߢߪޔᄤὼߢᦨ߽࿕‛⾰㧔⎬ᐲ 10㧕
z  ↢ ᚑ
    ౝㇱߩ㕖Ᏹߦ㜞᷷㜞ߥⅣႺߢ↢ᚑ
ࡑࡦ࠻࡞ḮߩἫᚑጤߦޠ࠻ࠗࡃࡦࠠޟ
 ߹ࠇࠆ
ࠠࡦࡃࠗ࠻ߪޔ
ߣޠࡊࠗࡄޟ߫ࠇࠆ
㋶⣂ࠍᒻᚑ
z

 ↥
ቯ㒽႙ߦㆉ
 㧔ࠠࡦࡃࠗ࠻ߪޔฎ⾰᭴ㅧ߇ሽ
ߐࠇߡࠆ႐ᚲߦߩߺሽ㧕

  㧔ౖ㧕Wikipedia ߶߆

ާ㋶ጊ┙ߜࠅ೨ߩ⺑ި
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ާࠫࡘࡢࡀࡦ㋶ጊߩⷐި

ࡏ࠷ࡢ࠽࿖ධㇱਛᄩ㧔ࡂࡏࡠࡀߩධ⚂ 160km㧕
ࠞࡂ⍾Ṽߩਛߦ⟎

ᚲ

ࠫࡘࡢࡀࡦ㋶ጊ

ណ㋶ᣇᑼ

㔺ᄤជࠅ㧔10 ᐕએౝߦဒౝជࠅࠍ㐿ᆎߔࠆ੍ቯ㧕

ជⷙᮨ

ᮮ 2.5km ❑ 1.5㨗㨙 ᷓߐ 350m 㕙Ⓧ 288ha
㧔ࡗࡈ࠼ࡓ⚂ 41 ಽ㧕

↢↥㊂

 ਁࠞ࠶࠻㧔 ᐕ ⚂ޔV㧕ޣ1 ࠞ࠶࠻=0.2gޤ
࠺ࡉࠬࡢ࠽␠ߩ 60-70㧑ߩ⋉ߦ⋧ᒰ
⇇㊄Ⲣෂᯏߦࠃࠆᄁ㜞ᷫዋߦᷫ↥
㧔2009 ᐕ 2 ߆ࠄ 4 ߹ߢߩ㑆ޔᠲᬺࠍ৻ᤨᱛ㧕
࠺ࡉࠬࡢ࠽ &GDUYCPC ␠

ᠲᬺ⾗

࠺ࡆࠕࠬ␠(50%)࠽ࡢ࠷ࡏޔ࿖ᐭ(50%)⾗ߩวᑯળ␠
ࠫࡘࡢࡀࡦ㋶ጊઁ ߢ࠽ࡢ࠷ࡏޔ4 ߟߩ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼㋶ጊࠍᚲ

ᓥᬺຬᢙ

ᴪ

㕟

2,046 ੱ㧔ࡏ࠷ࡢ࠽ੱߩᲧ₸ 94㧑ޔᅚᕈᲧ₸ 19㧑㧕
1972 ᐕ ࠺ࡆࠕࠬ␠ߦࠃࠆ㋶⣂⊒
1978 ᐕ ㋶ጊߩᠲᬺߦߟߡ࠽ࡢ࠷ࡏޔᐭߣ࠺ࡆࠕࠬ␠ߣߩ
㑆ߢวᗧ
 ᐕ ㋶ጊߩᠲᬺ㐿ᆎ

ຠ 

ߘߩઁ

1 ࠻ࡦߩ㋶⍹㧔Kimberlite㧕ߦޔᐔဋ⚂ 1.24 ࠞ࠶࠻ߩ࠳ࠗࡗ
ࡕࡦ࠼ࠍ㧔⇇ᦨ㜞ߩ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼₸㧕
ࠫࡘࡢࡀࡦߩฬߪޔዊߐߥ⍹ߩ႐ᚲ㧔a place of small stones㧕
ߣ߁ᗧߦ↱᧪
100 ࡊޔ20 ࡊ⚕ᐊߩ࠺ࠩࠗࡦߣߒߡណ↪

㧔ౖ㧕࠺ࡆࠕࠬ␠ࡎࡓࡍࠫ ઁ
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ボツワナ商工会議所 (BOCCIM)
ޝᗧ឵ળ࠽ࡢ࠷ࡏޞᎿળ⼏ᚲ $1%%+/
○ 日 時：2009 年 7 月 23 日（木） 16:00-17:30
○ 場 所：ボツワナ共和国 ハボローネ（首都）
Walmont Ambassador at the Grand Palm
○ 出席者： BOCCIM
エリス事務局長他（約 50 名）
在ボツワナ日本国大使館 松山大使、小坂公使 他
経済産業省 通商政策局中東ｱﾌﾘｶ課 木村課長補佐
欧州三井物産 ヨハネスブルク支店 加賀美支店長、村井ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
調査団
松尾団長他（計 14 名＋通訳）
○ 概 要：
1. ボツワナ商工会議所(BOCCIM)より、ボツワナの産業や BOCCIM に関す
るプレゼンテーションを実施
2. 調査団と BOCCIM との間で、意見交換を実施
〔BEDIA によるプレゼンテーション〕
（ボツワナにおける産業の現状）
農業から、資源産業に重点が置かれるようになった。
（農産品のウェイトが落ちており、回復が必要と認識）
資源産業に加え、これからは付加価値産業や、ITC 産業などへの多
様化が重要。
海外からボツワナに投資する場合のメリットは、民主的な Good
Governance による安定した政情、豊富な鉱物資源、豊富な自然・観
光資源（チョベ国立公園、オカバンゴ湿地帯）などが挙げられる。
（BOCCIM について）
メンバーは約 1,700
企業の立場・声を、政府につなげる役目を担っている。
ボツワナ政府の政策決定への影響力があり、過去に以下のような成
果がある。
① 法人税の引き下げ （35％から 25％）
② 規制の撤廃、一例は外貨の入出規制の撤廃
③ 貿易投資促進機構（BEDIA）設立への貢献
④ 民営化促進（2014 年に向けた民営化リストの作成）
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z

 એਅߩળ⼏ᆔຬળࠍ㐿
BOCCIM ᐙㇱߣᐭ㑐ㅪᄢ⤿ߣߩ㑆ߢޔ
High Level Consultation
ᐕੑ࿁ Meeting ࠍⴕޔ⒳ߩޘ㗴⸃
Council㧔HLCC㧕
ߦߚࠆ
National Big Conference

ੑᐕߦ৻ᐲޔᐭડᬺᏒ᳃ߦࠃࠆળ⼏
ࠍ⸳ቯ
㧔࿖߇⋥㕙ߔࠆ⚻ᷣ㗴ߦߟߡ⼏⺰ߐ
ࠇޔ࿖ߩ╷╷▚੍ޔቯߩෳ⠨ߣߥࠆ㧕

Rural Development Council

ㄘߩᵴᕈൻੱޔญߩㇺᏒᵹߩ࿁ㆱߦߟ
ߡ⼏⺰

ߘߩઁޔ

ో࿖ 140 ▎ᚲߦ Biz Council
㧔ᐢߊᗧࠍ⡬ข㧕



ާᗧ឵㧔⾰⇼╬㧕
ި

㧔⺞ᩏ࿅Ј$1%%+/㧕

㧽  㔚ജࠍャߦ㗬ߞߡࠆ߇߆ߥߪߢࠢࠬޔ㧫
ࡆࠫࡀࠬࠍⴕ߁ߢޔ㔚ജਇ⿷ߦኻߔࠆਇߪߥ߆㧫
z  㔚ജਇ⿷ߪධㇱࠕࡈࠞోߩ ᩺
z  ࡏ࠷ࡢ࠽ߢߪޔMouruple ⊒㔚ᚲ㧔600MW2 ၮ㧕
ޔMmamabula ߩ
IPP ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㧔1,200MW㧕ߩ⸘↹߇ࠅޔ5-10 ᐕᓟߦߪ㔚ജャ
߽น⢻ߣߥࠆ੍ቯߢࠆޕ
㧔$1%%+/Ј⺞ᩏ࿅㧕㧖࿁╵⇛

㧽㧝  ࡏ࠷ࡢ࠽ߪ㔚Ḯࠍ⍹ߦ㗬ߞߡࠆ߇ޔ㔚ߩ㔚Ḯ᭴ᚑߪ㧫
㧽㧞  ࡏ࠷ࡢ࠽ߩᑪ⸳ᬺ⇇ߢߪޔਛ࿖ߦ߇ࠆޕᣣᧄߩᛛⴚߪ㜞
ߣ⡞ߡࠆ߇┹ޔജߦ㗴߇ࠆ߆ࠄㅴߢ߈ߥߩߢߪ㧫
㧽㧟  ࡏ࠷ࡢ࠽ߩ⥄ὼߩਛߢޔᣣᧄߩ࠹ࡆࠦࡑࠪࡖ࡞ࠍߞߡߪߤ
߁߆㧫
㧽㧠  ⷰశ࠱࠻ߩᑪ⸳ߪߤ߁߆㧫
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ާ᧻የ࿅㐳ߩࠢࡠࠫࡦࠣࠦࡔࡦ࠻ި

㧔ࡏ࠷ࡢ࠽ߦኻߔࠆᦼᓙ㧕
Ԙ  ᣣᧄߦߥ⾗Ḯ߇⼾ንߢ߁ࠄ߿߹ߒ࿖ޟޕᛛⴚࠍᣣᧄ߆ࠄ⾗ޔḮࠍ
ᣣᧄߦޕߒ߹ᦸ߇ޠ
ԙ  ↥ᬺࠗࡦࡈߩᢛߦ․ޔᛩ⾗ߦᔅⷐߥ㔚ജㅢ᳓ߩᢛ߇ᦸ߹
ࠇࠆޕ
Ԛ  ࡏ࠷ࡢ࠽ߩᴺੱ⒢ߪ 15-25㧑ߣ⡞ߡ߅ࠅޔᤚ㕖⛽ᜬߒߡ᰼ߒޕ
㧔ᣣᧄߩᴺੱ⒢₸ߪ㜞㧕
ԛ  ᐭⷐੱߦࠃࠆߣޔഭ⠪ߩࡌ࡞߇߇ߞߡࠆߣ⡞ߊޕఝ⑲ߥੱ
᧚ߩଏ⛎ࠍ߅㗿ߒߚޕ
㧔ࡏ࠷ࡢ࠽ߦኻߔࠆ ᔨ 㧕
ℂ⊛ߥ〒㔌ࠍࠇߎޔసߢ߈ࠆࠬࡓ࠭ߥ㑐ଥࠍᦼᓙߒߚޕ
                                એ 

     



࠽ࡢ࠷ࡏޣᎿળ⼏ᚲߣߩᗧ឵ળߢ⊒⸒ߔࠆ᧻የ࿅㐳ޤ
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ࡏ࠷ࡢ࠽Ꮏળ⼏ᚲ(BOCCIM)ⷐ

ᱜᑼฬ⒓

Botswana Confederation of Commerce, Industry and
Manpower㧔ࡏ࠷ࡢ࠽ᬺ↥ᬺੱ᧚ㅪ⋖㧕

⋡ ⊛

᳃㑆ࠢ࠲ࠍઍߔࠆ⁛┙⚵❱ߣߒߡޔળຬડᬺ߳ߩ
ᡰេࠍⴕ߁ߣߣ߽ߦޔળຬડᬺߩઍ⠪ߣߒߡᵴേ

⸳ ┙

1971 ᐕ

ᧄ ㇱ

ࡂࡏࡠࡀ㧔㚂ㇺ㧕

ળ 㗡

ࡓࡃࠞ࠾᳁ (Mr. M. J. Mbaakanyi)

ળຬᢙ

1,646 ␠㧔2007 ᐕᧃ㧕
᳃㑆ડᬺ߮ඨቭඨ᳃ߩ╙ਃࠢ࠲ડᬺߦࠃࠅ᭴ᚑ

੍ ▚

ળຬડᬺ߆ࠄߩળ⾌ߦࠃࠅㆇ༡

ߘߩઁ

ฦ⒳࿖㓙ᯏ㑐ߦട⋖
ࡏ࠷ࡢ࠽ᐭࠍㅢߓޔILO㧔࿖㓙ഭᯏ㑐㧕ߦട⋖

㧔ౖ㧕BOCCIM ᐕᰴႎ๔ᦠࠃࠅᚑ
ޣᚲޤ
BOCCIM House
Old Lobatse Road, Plot 5196
P.O. Box 432
Gaborone
Botswana
Tel: +267 395 3459
Fax: +267 397 3142
E mail:
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世界三大瀑布踏破達成！

岡野バルブ製造株式会社
代表取締役社長
岡野 正敏
福岡を出発、台北経由香港へ、約９時間の乗り継ぎ待ち時間の後、ヨハネスブルグに向
い、翌日早朝到着、福岡を出て２７時間の旅であった。
WOZA ２０１０（２０１０年サッカーワールドカップ）は、ここ南アフリカ共和国の
１０ヶ所のスタジアムで開催される。このうち５ヶ所のスタジアムが新設され、本年中に
完工予定と聞いた。これに合わせ建設されているヨハネスブルグの空港から都心までの新
交通システムの進抄状況を車窓から目にした現実には不安を感じるものの、宿泊施設、治
安等の諸々の課題を克服し、是非大会を成功させて欲しいものである。
南アフリカはレアメタル等の資源大国で、輸出の６０％近くを資源が占めている。個人
消費と設備投資に牽引された近年の経済成長の背景には、新興中間所得層の購買力拡大や
ワールドカップに向けた建設ラッシュやインフラ整備がある。
南アフリカは資源の宝庫であると共に、世界的に見ても残された最後のマーケットの一
つである南部アフリカ地域へのゲートウェイでもある。事業環境の留意点としては、黒人
経済活動参加促進法（DEE 法 )、経済成長に伴う急速な電力需要の拡大・石炭の在庫不足・
電力庁の発電計画の遅れ等による電力不足、近年更に悪化している治安の問題、技術を持っ
た人材の確保と育成等の問題があるようだ。
三日目、ヨハネスブルグより空路２時間でボツアナの首都ハボローネ着。中国の手
で建設中の新空港ターミナルビルが目を引いた。正面の大きな看板には「中国水電・
CINOHYDRO」「青年突撃隊・YUHAIAN Youth Pioneer Builder Team」とあった。ここにも中
国のアフリカにおける資源権益確保に対する戦略を垣間見た。
１９６６年英国より独立したボツアナは、当時は世界最貧国の一つであったが、その後
のダイアモンドをはじめとする鉱物資源の発見により急成長し、９８年には中所得国と
なっている。ダイアモンドの収益を教育と社会インフラ整備に投資し、独立以来一度も内
戦等の混乱を経験しておらず、政治的にも安定した運営が行われている。
ＳＡＤＣ ( 南部アフリカ開発共同体 ) のハブ機能実現と脱ダイアモンド依存経済の実現
のために、物流インフラの整備と産業の多角化、需要の８０％を南アフリカからの輸入に
依存している電力事情からの脱却を目指している。このために日本をはじめとする諸外国
の貢献を期待しており、ボツアナ商工会議所との懇談会には１００名近くの会員が出席し
たのには驚かされた。
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人口１９９万、面積は日本の１. ５倍、国土の１／５が野生動物が生息する動物保護区
であり、観光が重要な資源の一つである。観光資源としての象をはじめとする動物の保護
を徹底したため、その数が増え過ぎ、草木を喰い荒し、国土の砂漠化に拍車をかけている
のも頭の痛い問題となっている。
野生動物の宝庫チョベ国立公園はハバローネより空路２時間弱のボツアナの北端に位置
する。更に国境を越えジンバブエに入り車で１時間半、ザンビアとの国境地帯にビクトリ
アの滝が展開する。現地名を ｢MOSI OA TUNYA｣ と言い、“雷鳴の轟く水煙”を意味する
そうだ。その名の通り、水煙に包まれ現れては消える幻想的な滝であった。華麗なる北米
のナイアガラの滝、野生的で豪快な南米のイグアスの滝に続き、今回ビクトリアの滝を訪
れる機会を得、かねてからの念願であった世界三大瀑布踏破を達成できたことは忘れ難い
思い出となった。
はじめての南部アフリカへの訪問、僅か６日間の滞在であったが、改めて世界の広さ・
深さを体感出来たことは貴重な経験であった。おわりに、この旅を通じお世話になった方々
に心からお礼を申し上げ拙文を締めさせていただきます。
以 上

－ 67 －

≪メンバー所感≫

訪南部アフリカ

雑感

社団法人九州経済連合会
専務理事
惣福脇 亨
福岡 7 月 20 日発、台北、香港を経由し、7 月 21 日午前 7 時頃、ヨハネスブルグ空港に到着。
所要時間 18 時間 20 分とこれまでの海外旅行で最も長い飛行時間であった。気温は 6℃。
真夏の九州人にとっては、相当な寒さ。滞在期間中のヨハネスブルグの最低気温はマイナ
ス 2℃。
空港の出迎えは、当然のことながら黒人が大多数。ある種の緊張感の中で、思いがけず黒
人の方から「ありがとう、さようなら」の片言の日本語の挨拶が聞こえ、ややホッとする。
ヨハネスブルグは、標高 1,800m の高原都市。人口は、4,700 万人で、行政府はプレトリア、
立法府はケープタウン、司法府はブルームフォンテンに分散している。日本大使館のある
首都プレトリアは、標高 1,400m の草原都市。昼には 20℃近くまで温度が上昇。ヨハネス
ブルグにある MICHELANGELO ホテルは、Sandton City にあり、日本人の殆どが住んでいる
ところで、治安の良いところらしい。しかし、我々に対しては外出禁止ということに。
ヨハネスブルグには、アフリカへの到着日と最終出発日に 2 泊。街中には“We can’t
wait. Let’s go 2010.”の看板が目立った。2010 年 6 月のサッカーワールドカップにあ
わせた高速道路や地下鉄等の工事が急ピッチで進んでいた。ワールドカップ開催の懸念は、
やはり治安問題だろう。
どこの国も最近、入国検査や新型インフルエンザ対策が厳しいが、どういうわけか、ヨハ
ネスブルグの対応がかなり緩かったのには正直驚いた。
2 日目と 3 日目は、ボツワナの首都ハボロネを訪問。副大統領や大臣、日本大使などを表
敬訪問するとともに、商工会議所の皆さんと懇談。ボツワナは、国土は日本の 1.5 倍、人
口は 180 万人と日本の 60 分の１。
ボツワナは、GDP 成長率は近年、年率 6％強。政治も安定し、汚職も少ない。ダイヤモン
ドをはじめレアメタルなど資源に恵まれ、アフリカでは比較的豊かな国。
識字率も 80％以上。ボツワナの松山日本大使によると、「アフリカには、先進国の同情、
支援はいらない。欲しいのは投資」ということであった。
ボツワナの国づくりにとっては、高速道路や電力、水などのインフラ整備、地下資源の高
付加価値化、人材育成、技術力向上などが課題だろう。
露天掘りのダイヤモンド鉱山は、国と企業 ( デビアス社 ) の折半出資で、そこからの利益
は、公平、適正に国の開発発展に還元されており、ガバナンスの良さを痛感した。
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法人税も、製造業 15%、その他 25% と南部アフリカでは最も低い水準。また 100% 外資も
可ということ。
4 日目と 5 日目は、週末にあたり、ボツワナ北部のチョベ国立公園と、ジンバブエとザン
ビアの国境に位置するビクトリアフォールを見学。
ゾウ、ライオン、キリン、ワニ、カバ、バッファロー、インパラ等の数百～数万頭に及ぶ
野生動物の宝庫の生態をジープから間近に見ることができ、一生に 2 度と味わえないだろ
う感動を経験した。
ビクトリアフォールズは、ナイアガラ等と並び、世界三大瀑布の１つ。その水量の多さ、
幅 1,700m、高さ 100m というスケールの大きさには、全く圧倒された。
夜の天の川の近さ、美しさは、50 数年前の幼年時代の九州の片田舎での体験を思い出さ
せた。果てしなく広がる半砂漠、草原地帯の地平線の朝陽、夕陽も、正に神秘的だった。
また、ホテル宿泊客の 3 分の 1 程度が日本からの観光客だったこと、「上を向いて歩こう」
の曲が流れていたことには、日本人の旅行好きに正直驚いた。
行く前に抱いていたアフリカのイメージは、今回の訪問によりかなり変わった。
ガイドさんの話によると、「ケープタウン ( ヨハネスブルグから 1,200 ㎞ ) は、アフリカ
ではない ( イギリス人の最も行きたいところベスト２は、カナダとケープタウン )」とい
うことだし、10 月頃 ( 春 ) には、ジャカランダ ( 和名：紫雲木 ) の紫の美しい花を見に、
大勢の日本人が押し寄せ賑わうとのことであった。
以 上
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ボツワナ訪問日記

九州通信ネットワーク株式会社
代表取締役社長
芦塚 日出美
◆世界一のものが３つ…象、エイズ、ダイヤの生産量。
それだけの先入観を持ち、南アフリカの奥地「ボツワナ」へ、九経連主催の経済産業
調査団の一員として参加させて頂いた。
◆ボツワナ（国土は日本の１．５倍に人口１８８万人）の首都ハポローネ（人口２０万人）
に着いた初日、まずケディキルウェ鉱物エネルギー水資源大臣、次にメラフェ外務国
際協力大臣からの話を伺った。
･ １９６６年 英国保護領から独立、以来一度も内紛はなく、社会民主主義に基づき、
国民の為に安定した開かれた政治運営がなされ、アフリカ一のグッドカバナンス国
として治安も良いとのこと
･ １９６７年 ダイヤモンド鉱山が発見され、その収益を「全国民のもの」として、
教育，医療，社会インフラ整備に投資し、今では国民一人当たりのＧＤＰは６, ０００
ドルとなり、アフリカ諸国の中では高位の経済国であること。
･ しかし、ダイヤモンド産業がＧＤＰの３割、政府歳入の５割を占めるダイヤモンド
依存経済から脱却して、産業の多様化を目指していること
･ 幸い「全国民のもの」である地下資源は、銅，ニッケル，レアメタル，それに石炭，
ウランなど大量に眠っており、これを活用、およびこれに付加価値を付けて、例え
ば石炭液化・ガス化やＩＰＰによる資源開発などのプロジェクトを推進したいこと
･ しかし国内では、技術力、人材ともに不足しており、日本など海外の力が欲しいこと。
この為、海外からの企業誘致や投資については先進国並みの法制度を整備している
こと
例えば１００％外国資本で、収益の１００％海外持ち出しでも良く、資源開発だけ
でなく、社会インフラ整備（例えば太陽光，橋，鉄道）及び各種産業の多様化に貢
献してほしいこと
（もちろん医療分野も含まれ、現在、成人のＨＩＶ感染率は２４％と高いが、感染
しても発病を抑える薬を政府が無料で配布し、感染抑制に努力している）
･ そしてボツワナは南アフリカ開発共同体（１９９２年発足 南部アフリカ １５カ
国加盟、人口２．６億人、本部は首都ハポローネ）の中核として、ハブ機能（交通，
金融，教育）をいかに整備するか、国の大きな政策課題として取り組んでいること
など説明があった。
◆その後、メラフェ副大統領や貿易投資推進機構総裁、電力公社総裁代理の話を聞き、
夜は松山大使の公邸での夕食会に招かれた。
松山大使は相変わらずお元気で、ボツワナの国民性や自然文化を含めた熱っぽい話で
ワインの量が進んだ夜だった。
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◆二日目、ハポローネから１６０㎞離れた国最大のジョワネン・ダイヤモンド鉱山を見
学。大きく整然とした露点堀りは圧巻であり、触らせてもらったダイヤモンド原石は
八面体の思いがけない形で、多様な色合いであった。
◆鉱山から帰り、ボツワナ商工会議所（ＢＯＣＣＩＭ）の幹部全員（４７名）との意見
交換会への出席となった。
先方からは、
･ 商工会議所（会員１, ６４６社）は、ボツワナ政府の経済政策等への発言力、影響
力を行使していること
･ 同時に、南部アフリカ開発共同体の中核となって、殖産振興、産業多様化の実行者
であること
･ 鉱物，エネルギー，農業資源，サービス業（ＩＣＴや金融など）の各分野で、海外
からの多様な投資機会がボツワナにはあり、自分達がその共同業者になれること
などが述べられた。
◆私自身は、先方の会員から「日本のＩＣＴ社会をもっと知りたい」「九州とボツワナ
がネットワーク連携して、ＩＣＴ関連の共同事業がやれないか」など問いかけられ、
帰国してからもメールでアプローチがあった。その人達の輝くような眼差しは「日本
の明治維新後の若者はこうであったのだろうか」と勝手に思った次第である。
◆三日目は、今、ボツワナが最も力を入れているエコ観光分野、チョベ国立公園へ。
･ ザンビア，ジンバブエ国境付近に広がる約１．２万ｋ㎡の国立公園で、手付かずの
広大な自然が残り、まさに動物の楽園であった。一行はこの自然公園のチョベ川の
ほとり、「モアナ・サファリロッヂ」に滞在した。
･ ７月はボツワナの真冬で乾期。朝夕は６℃、昼は２５℃で雲一つなく、澄んだ青い空。
四方に地平線が見えるアフリカらしいサバンナと動物の水飲み場となるゆるやかな
川。ここに生育するゾウ，キリン，カリブー，バッファローの群れや、ライオン，
イボイノシシ，ハイエナ，そしてワニ，カバや極彩色の野鳥。この中を四輪駆動の
大型ジープで走るゲームサファリやボートサファリはまさに壮快なスリルであった。
･ また、地平線に沈む太陽の赤さと大草原のシルエット、澄んだ夜空に輝く天の川と
南十字星にも感動した。
◆以上、ボツワナという国は、訪問前の先入観と全く異なり、「さわやかで平和な民主
主義の国、そして安定して経済社会の成長を続ける自然環境大国」だった。
◆最後に、こういう国を知る機会を頂いた九経連松尾会長（団長）を始め、現地でお世
話頂いた松山大使、それに三井物産株式会社の方々に厚くお礼申し上げます。
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南部アフリカ経済事業調査団に参加して

株式会社九電工
取締役専務執行役員
谷口 筆敏
南部アフリカと聞いて、アパルトヘイトを撤廃したネルソン・マンデラ大統領の南アフ
リカ共和国が最初に頭に浮かびました。さらに、ボツワナ共和国は私にとってほとんど未
知の国で、急いで世界地図と南アフリカ・ジンバブエ・ボツワナの本を買い求め、一心に
読むと驚くことばかり。南アフリカは治安が悪く、７月は冬季で防寒着を用意することと
書いてあります。アフリカは一年中暑く常夏の国のイメージですが、これもまたびっくり。
南部アフリカのことをご存知の人も少なく、訪れる前はただ想像するのみでした。
７月２０日、福岡空港を出発する日がやって来ました。“さぁ、行くぞ”と自分に言い
聞かせ機中へ。香港経由で１８時間のフライトでしたが、香港時間１１時４５分、アフリ
カへ向け出発、一夜明けて現地時間の 6 時３０分ヨハネスブルグ空港到着、いよいよアフ
リカの大地を踏みしめました。“ついに（アフリカに）来たぞ”と、期待と不安が混じる中、
ガイドさんの“団体から離れないで下さい”“ホテルから１人では出ないで下さい”等の
説明を聞きながら、アフリカの一日が始まりました。なるほど寒い。車窓から街並みを見
ると、広々とした大地にただ感激。
その日の午後、ヨハネスブルグにある駐南アフリカ共和国日本大使館を表敬訪問、夜は
三井物産のヨハネスブルグ支店長宅夕食会で加賀美支店長の話を伺う。この治安の悪い都
市で、日本のために日夜命を張って頑張っている商社マンの話を聞き、本当に頭の下がる
思いでした。鉱物・食料とあらゆるものを輸入する日本、この人達が活躍しているから日
本の安泰もある、との気持ちを強くしました。自分も頑張らなくては、との思いも。
７月２２日、ボツワナ共和国首都ハボローネへ向け空路出発。ボツワナ共和国は、ダイ
ヤモンド・石炭・ウラン等鉱物資源豊富で、特にダイヤモンドは南ア共和国を凌ぎ、世界
最大の産出国と聞きこれまたびっくり。空港で松山駐ボツワナ大使の出迎えを受け、大使
の案内で専用車にて鉱物資源大臣、電力公社総裁、外務大臣等表敬訪問。松山大使は三井
物産の九州支社長を務められ、訪問団のみなさんとも旧知の中。大使主催の夕食会では大
使と親しく懇談ができ、まさに“よか晩”でした。

２３日はダイヤモンド鉱山の見学。そのスケールの大きさにこれまたびっくり。この石
の中から本当にダイヤモンドが出てくるのだろうか？と率直な疑問。午後はダイヤモンド
の研磨場、ボツワナ商工会議所との懇談会と副大統領表敬訪問等、有意義な時間を過ごし
ました。
３日間の訪問の中で印象的だったことは、この国では教育に一番お金を使っているとい
うことでした。“教育は１００年の大計”と言われます。日本は明治維新後、教育勅語を
制定、義務教育制度をしき、教育に力を入れたからこそ、今日の繁栄に繋がっていると言
われています。この国では、国民は争いを好まず、部族が村ごとの集会で論議を尽くし、
部族長が決定しそれに皆が従うという、民主的手続を取っているとのことです。歴史的に
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は、1885 年から 1966 年に独立するまで 80 年間英国の保護領でした。人口は僅か 180 万
人と小さな国ですが、見習う事が多数ありました。
多くの国々が独立を果たした第二次大戦後、世界にはアジア、アフリカと貧しい地域が
ありましたが、今日アジアが貧困から抜け出し驚異的な成長を遂げているのは、日本が貢
献したからだ、といわれています。
2010 年にはサッカーワールドカップが南ア共和国で開催され、世界中の注目が集まります。
南部アフリカも、貧困や HIV など課題もあるようですが、教育や社会インフラ整備を進め
て行けば、レアメタルなどの豊富な鉱物資源もあり、今後大きく経済発展する可能性も高
いのではないかと感じました。
ボツワナを後にし、南アフリカ共和国のヨハネスブルグに戻り日本食レストランでアフ
リカ最後の夜を過ごしました。あっという間に時間が過ぎ去った６日間でしたが、訪問団
の皆さんとも楽しい時間をご一緒することが出来ました。未知の大陸アフリカの魅力を体
感し、私自身貴重な経験をしました。
お世話になりました松山大使をはじめ、大使館の皆様、三井物産の加賀美支店長及び社
員の皆様のご健勝とご活躍をお祈りまして、レポートを終わらせていただきます。
以 上
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南部アフリカ経済事情調査団に参加して感じたこと

総合メディカル株式会社
代表取締役会長
小山田 浩定
IT をはじめとする技術進歩により、医療の分野においても、日進月歩の革新が行われ
ている。長期ビジョンとして「日本型ヘルスケアビジネスの構築」を掲げる当社としても、
株式会社による病院経営が認められている米国のように、経営の選択肢がより開かれた医
療が実現する時代を見据え、将来的にはワールドワイドな展開も視野に入れている。
今回は「南部アフリカ」という、医療の面においてはある意味日本と対極にある国々を
視察するという貴重な機会に恵まれた。ボツワナ商工会議所会員との会談で質問をした際
には、医療に関する情報を得ることができなかったため、発表されているデータを中心に、
南部アフリカの保健医療の今後を考察したい。
日本は、ここ２０年あまり続けて長寿世界一となっている（８２. ３歳／厚生労働省
２００７年）。同時に、経済発展のいちじるしいアジアの国々でも、急速な平均寿命の伸
びが見られる。
一方、サハラ砂漠以南のアフリカ諸国には、平均寿命のワースト１０の国々が集中して
おり、今回訪問したボツワナは、ワースト１０にこそ入っていないものの、４９. ８歳と、
アフリカ平均を下回っている（世界銀行・国連２００６年）。
これは、日本で言うと戦前の昭和１０年代の水準である。当時の死因の大部分は結核が
占めており、こうした感染症が主要疾病であった理由には、栄養状態の悪さをはじめとす
るいくつもの条件があげられる。
同様に、南部アフリカ諸国の平均寿命低迷の原因のひとつに、HIV ／エイズの流行が挙
げられる。特にボツナワは世界で最も HIV 陽性者が多く、人口の三分の一から四分の一が
HIV に感染していると言われる。
しかし、ボツワナを訪問してまず実感したのは、データから感じていた深刻さを覆すよ
うな生き生きとした活気、そして指導者たちの知的レベルの高さである。
独立４０年強という若さと勢いがあるからであろうか、面談した副大統領や大臣に、きわ
めて紳士的な態度ながらも、自国の未来に強い自信を持っていることが伺えた。
先の HIV ／エイズに対しても、ボツワナ政府は、２００２年に抗レトロウイルス薬が必
要な人に無料提供を始め、現在直ちに治療を要する推定１１万人の半数が治療を受けてい
る。また、２００４年には、アフリカ諸国で初めてルーチン検査を導入した。患者は検査
の拒否はできるが、実際に拒否をすることはほとんど無いと言う。（CNN ２００６年）
まだ解決しなくてはいけない課題は多いが、これらの取り組みにより、現在は治療を必要
とする HIV 陽性者の８５％もがエイズ治療を受けており、このボツワナのエイズ治療プロ
グラムは、アフリカにおいてモデルとされていることは確実である。
また、平均寿命低迷の原因としては、乳幼児死亡率の高さも目を引く。ボツワナでは、
－ 74 －

≪メンバー所感≫
出生率３３％に対し、乳児死亡率は９０％にも達する。子供の死因のトップはマラリアで、
アフリカ全土では毎日３０００人以上の子供が死亡している。（WHO）
これらの問題のベースには、貧困による栄養不足があるため、医療分野のみならず、国
家経済全体の大きな問題であろう。
しかし、ボツワナの強みは、ダイヤモンドをはじめ、ニッケル、銅、亜鉛、ウラン、銀、
石炭といった、豊富な地下資源である。ジュワネンのダイヤモンド鉱山を視察した際に、
そのポテンシャルを感じた。
これからアフリカ大陸の道路網を充実させる計画もあるため、陸路の流通経路が発達す
ることは、内陸で海を持たないボツワナにとって、大きな飛躍のきっかけとなる。
また、資源開発をとりまく法律も整備されており、国家収入は病院・道路・学校などのイ
ンフラ整備に使う５ヵ年計画も進んでいるため、利益は確実に広く国民へ還元されるであ
ろう。
職業人の倫理観も高く、ボツワナ電力を訪問した際に掲げられていた企業理念（ミッショ
ン・ビジョン・バリュー）の中に、競争力や優越性のみならず「社員個人の成長」「倫理
的ビジネス規範」「市民の豊かさ」といったキーワードが高らかに謳われていることにも、
健全な発展の予兆がうかがえる。
今後、ますますアフリカ各国から目標とされる国へと発展するであろうことを考えると、
日本が大使館をつくったのも頷ける。
今回のミッションを通じて、アフリカ南部およびボツワナの持つ可能性に触れることが
できたのは、収穫であった。今回の視察で得られた知見を、今後に生かしていきたい。
最後に、私事ではあるが、元来時差ぼけに弱い性質なのだが、今回の旅行では、到着後・
帰国後とも不思議と時差に苦しむことがなかったことと、夜空の星の美しさに言葉を失う
ほど圧倒されたことを報告するとともに、ぜひこのダイナミックな成長過程にあるこの時
期に、ボツワナを訪問されることをお勧めしたい。
このように有意義な視察を企画・運営していただいた、九州経済連合会ならびに JTB 様、
そして関係者各位に、改めて深くお礼申し上げます。
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南部アフリカ経済事情調査団に参加して

トヨタ自動車九州株式会社
取締役会長
渡辺 顯好
南アフリカには、私にとっては約 10 年ぶりの訪問でした。トヨタ自動車は南ア・ダーバ
ン市で年間約 18 万台の車を生産しており、又南アでのトヨタ車の販売シェアは約 25％に
も達しており、大変愛用して頂いています。トヨタ本社で、この工場のマザー工場の工場
長をしていた関係で、当時年 2 回位、計 5 回程訪問いたしました。ただ、大変な遠隔地で、
日本との往復に 4 日近く要してしまうので、工場に詰めているのが大半で、まして名所見
学などはほとんど出来ませんでした。今回は中 6 日間を当地で過ごせるので大変楽しみで
した。
さて、ヨハネスブルグに着いてまず気付いたことですが、バスで移動中、通行している車
を見ていますと、最新型モデルの多いこと、又高級乗用車のオーナードライバーに黒人が
多いのに驚きました。以前は、たとえ新車でも先進国では旧型になったモデルであったり、
また、黒人は、表現はあまり良くありませんが、「ブラックタクシー」と呼ばれるライト
バンに大勢で乗り合わせて移動しており、高級車オーナーは殆どが白人でした。黒人の社
会的、経済的地位が向上し、裕福な中間層が台頭してきていることが実感されました。
そして、次の訪問国ボツワナでは、訪問目的の一つである、在ボツワナ日本国大使松山閣
下にお会いでき、大使が日本とボツワナの関係強化に精力的に活動されているのを目の当
たりにし、大変感服いたしました。
鉱山資源の豊富な国で、日本の 1.5 倍もある国土に、福岡市と北九州市を合わせた人口よ
り少ない 184 万人の人々が住んでいて、何と言っても世界最大のダイヤモンドを産出し政
府歳入の 5 割を占め、これを教育やインフラ整備に当てているというからうらやましい国
です。ダイヤモンド鉱山や原石を選別するトレーディングカンパニーを見学したり、又週
末にはチョベ国立公園でゲームサファリを楽しんだり、貴重な体験をすることが出来まし
た。
自動車の話に戻って恐縮ですが、今後ますます需要の高まる環境対応車 (HV、EV 等 ) では、
いわゆるレアメタルの活用が増加します。いかに安定的に安く入手できるかがこれからの
日本の自動車産業発展の重要なポイントになってきます。
既に資源国である中国は、国内囲い込みを目論んでいますし、その上南アでも国をあげて
積極的に資源外交を展開していると聞きました。
これからの経済発展を促進していくためには、南アフリカとの関係を強化することが重要
であることを改めて認識した次第です。
最後に、今回の訪問では三井物産の加賀美支店長をはじめ、現地の関係者の皆様には大変
ご厄介になり、心より御礼申しあげます。
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南部アフリカ経済事情調査で感じたこと

日九興産株式会社
取締役社長
瓦林 憲治
今回の調査で、最初に訪れたボツワナは１９６６年に英国より独立後にダイヤモンド鉱
山が発見されたようで、その後ボツワナは歴代素晴らしい大統領に恵まれダイヤモンドの
国家収入は、国会の承認を得て５年計画で道路・病院・学校などのインフラの整備に使う
ことで総合的に発展したようだ。政情も治安も安定しているし、２００８年には日本大使
館が開設されている。
また、資源の探鉱開発は、取り巻く法律が整備されているので投資先としての魅力を感
じた。
ボツワナ商工会議所との懇談会では大勢の会員の方と面談し電力分野（ＩＰＰ）､ 自動
車分野（工場立地）､ 建設分野（コスト・品質）等多岐にわたる質問がされ積極的で熱意
を感じた。
次に訪れた南アのヨハネスブルグで、南アフリカ電力公社（ＥＳＫＯＭ）を訪問した。
まず、話題になったのが電力料金で、低水準で供給する料金システムの中身は不透明で
あったが国庫補助等があるかもしれないと思った。
それと、世界的なＣＯ 2 削減の流れの中で、太陽光発電の計画はありますかという質問
をすると、１００メガ位の発電計画があるとの事で前向きな姿勢を感じた。
訪問先での面談で感じた事は以上ですが、今回の調査団員の方々との出会いを大切にし
ながら、今回の経験を今後活かしていきたと思います。

最後にお世話になった九州経済連合会ならびに、三井物産、ＪＴＢ九州の皆様に御礼を
申し上げます。
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南部アフリカ訪問雑感

株式会社福岡銀行
取締役頭取
谷 正明
成熟期をむかえて久しい欧米先進諸国の低成長・景気後退を尻目に、近年、ＢＲＩＣｓ
諸国が目覚しい経済発展を遂げている。今回の訪問地であるアフリカもまた、石油やレア
メタル等の天然資源に恵まれ、世界人口の 15％を占めるため、資源開発や消費財マーケッ
トとして世界的な注目が高まっている。
南部アフリカ経済事情調査団は、ＢＲＩＣｓ、アジアに次ぐポテンシャルを持つアフリ
カに関して、将来的な九州との連携、共栄の可能性を探るものであったと考える。日本が
将来にわたって技術立国として持続的な成長を遂げるには、アフリカ諸国の天然資源の開
発・供給を互恵的に進める必要性を強く感じた。同時に南部アフリカ開発共同体（ＳＡＤＣ）
の一員である南アフリカとボツワナの２カ国を訪問して、両国が抱える問題のコントラス
トを感じると同時に、経済圏として一体で語れないアフリカの多様性を垣間見た気がする。
第一の訪問国である南アフリカ共和国は、人口 4 千 8 百万人の大国であり、ＧＤＰ（2008
年）は２８兆円程度と経済規模としては日本の 5％程度であるが、ここ数年 5％の高成長
を維持してきた。プラチナや金、クロム、マンガンといったレアメタルの豊富な埋蔵量を
誇り、輸出総額の６割はこれら鉱物資源の輸出からなるものである。また、トヨタ・日産
をはじめ世界の七大自動車メーカーが生産拠点を置き、年間生産台数も７０万台を越えて、
日本やオーストラリア等への輸出国となっている。
一方で、南アにおける貧富の差、20％を越える失業率や一日に 350 件もの強盗事件が発
生するといった治安の問題は、アパルトヘイト政策の負の遺産として同国への直接投資や
国内発展の大きな足枷となっている。成長を支える国民経済的な条件として、南アの黒人
中間所得層は、近年目覚しい拡大をとげているとは言うものの、未だ３百万人程度の層に
留まっており、教育水準の引上げや雇用拡大といった社会的なインフラ整備が急務であろう。
南ア政府は、2020 年までに自動車生産台数を 120 万台まで拡大することを目指しており、
１５０万台体制を標榜する九州経済は、自動車関連での裾野の広いビジネス交流が期待で
きるのではないか。たとえば、九州から南アへの工作機械の輸出、触媒等の原材料となる
レアメタルの共同開発と日本への輸入、生産労働者の人材育成等の支援交流が考えられる。
しかし、南ア経済の安定的な成長を図るためにも、政府レベルでの教育・住宅等のインフ
ラ整備の支援が同時並行的に進められる必要がある。
先進国の空港に全く遜色なく整備されたヨハネスブルグ空港のチェックインカウンター
で、突如騒然となったヒッタクリ捕り物劇は、南ア経済のアンバランスを見せ付けられた
椿事であった。
第二の訪問国のボツワナ共和国は、人口１８０万人、ＧＤＰで約１兆円程度であるが、
過去 5％を越える高い成長率を記録している。ボツワナ経済を支えるものは、世界最大の
産出量を誇るダイヤモンドであり、ボツワナＧＤＰの３分の 1、輸出総額の７割、国家の
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歳入の 50％を賄う財源となっている。
ボツワナ国歌は、「この気高い大地に幸いあれ、神の力強い手から私たちに託された贈
り物、父祖から私たちに残された遺産、この大地が・・・」と謳われる。１９６６年独立
の翌年、６７年にダイヤモンドが発見され、まさにダイヤモンドは神からの贈り物として
ボツワナの急速な経済成長を牽引してきた。
我々が訪問したダイヤモンドトレーディングカンパニー（ＤＴＣＢ）は、等級判定・選
別を行い、同国ダイヤモンド産業の心臓部とも言える設備・技術であった。またジョワネ
ンダイヤモンド鉱山は、露天掘りで開いた大地の大穴が深さ 300 ｍ、幅 2.5 ㎞、奥行き 1.5
㎞と息を呑む規模であった。これらの産業は、ダイヤモンド世界最大手のデビアス社とボ
ツワナ政府が共同出資するデブスワナ社（Ｄｅｂｓｗａｎａ）が開発するものであり、国
有化路線を取らなかったボツワナ政府の賢明な経済発展政策が窺える。
ボツワナにおけるダイヤモンドの埋蔵量は世界不況以前の生産高で約 25 年とのことで
あったが、ボツワナにとって、ダイヤモンドによるモノカルチャー的な経済発展から脱却
するために、製造業を中心とした産業の多角化が次の課題であろう。ボツワナ政府は、国
家予算の４割を教育分野に配分しており、中等教育の就学率 100％、識字率 80％、治安の
良さ、政治の安定等、民度の高さは、老子の言う小国寡民の成功事例と言ってよいのでは
ないか。ＤＴＣＢやダイヤモンド鉱山で接したボツワナの人々は、微笑を絶やさず温厚で
親切であった。こういった高い民度に加えて、ボツワナには石炭・銅・ニッケル・ウラン、
各種レアメタル等の埋蔵が見込まれている。また製造業企業の法人税率 15％はボツワナ
政府の製造業による産業多角化への並々ならぬ意思が感じられる。しかしながら、電力自
給の低さからくる慢性的な電力不足、海岸線のないボツワナにとって港がないこと等から、
直接投資のハードルは、現時点では相当に高いと感じた。
ボツワナの首都ハポロネの空港では、建設現場の柵に中国水電グループが「海外青年突
撃隊」と大書して中国人労働者による工事を進めていたし、訪問したボツワナ電力では火
力発電所の増設工事を中国勢が落札したと聞いた。レアメタル獲得に向けたアフリカにお
ける中国の積極姿勢を目の当たりにした。日本政府もＳＡＤＣ諸国のために、衛星画像解
析と地質情報収集による埋蔵資源探索の研究所、リモートセンシングセンターを昨年開設
しているが、規模的にも小規模のものに留まっているように感じた。日本もまたレアメタ
ル等の安定供給のために、食料同様に国家安全保障の見地から、将来的な経済交流の礎を
つくるために、アフリカ諸国に対して、ＯＤＡによる資金的援助に加えて、先進技術交流
を官民レベルで進める必要性を強く感じた。
一方、観光資源の点では、オカバンゴ湿地帯、中央カラハリ砂漠、チョベ国立公園といっ
た“地上の楽園”を擁しており、世界のリゾート地として注目度は高い。今回、我々もチョ
ベ国立公園を訪問したが、野生動物の宝庫を、水量豊かなチョベ川やブッシュの生い茂る
草原の両方から探索できるし、快適な宿泊施設も整っており、今後、日本からの観光客も
増えるものと考える。趣味の話で恐縮であるが、私自身はバードウォッチングの道具と南
アの鳥類図鑑を持参した。短期間の滞在ではあったが、アフリカン・フィシュ・イーグル、
ホロホロ鳥、カワセミの仲間、ムクドリの仲間等、約 50 種以上の野鳥を観察できた。
末筆ながら、現地でお世話になった在ボツワナ特命全権大使の松山良一閣下や日本大使
館の皆様、三井物産ヨハネスブルグ支店の皆様には、献身的にサポートいただき、我々の
啓蒙に尽していただいたことに、心から感謝申しあげたい。
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南部アフリカ経済事情調査団に参加して

株式会社福岡銀行
経営管理部長
横田 浩二
銀行員という職業柄、ＯＥＣＤ諸国、あるいはお取引先とのビジネス交流が盛んな東南
アジア諸国の投資環境に接する機会は多々あるが、アフリカに関しては全く認識に乏し
かった。近年、5％前後の高成長を遂げているアフリカ諸国の資源開発状況と経済開発に
向けた官民プロジェクトにおける九州との交流の可能性を考察する訪問団に加えていただ
いたことは、得難い経験であった。
カーアイランド、あるいはＩＣアイランドとして産業集積を進める九州にとって、携帯
電話やハイブリッドカー等の生産に欠かせないレアメタルの供給基地として、また将来的
にはそれらの希少資源を現地で加工する生産拠点として、アフリカ諸国との長期的な関係
構築が必要である。また今回、天然資源価格の下落や需要の減退から世界同時不況の影響
が色濃いアフリカの現状を目の当たりにした。貧困の撲滅、医療・教育水準の引上げ、所
得格差の是正等によりナショナル・ミニマムを高めて、自国内あるいは経済圏レベルでの
マーケットを育成し、自律的に発展できる国造りが日本とアフリカの相互発展の条件とな
ろう。そのためにも、単に資源獲得に留まらず長期展望に立った社会資本整備に向けた官
民プロジェクトの組成が必要であると痛感した。
香港からの 13 時間のフライトで南アフリカのヨハネスブルグに到着しホテルに向かう。
バスの車窓からアパルトヘイト時代の黒人居住地であるソウェト地区が見えた。アパルト
ヘイト全廃から 16 年経てもなお、谷を覆い尽す一面のバラックに 90 万人が居住するとい
う。日本政府等の支援による集合住宅が見えたし、ワールドカップのスタジアムや駅の建
設現場も見えたがソウェトの周辺部にすぎない。ホテルの部屋に置かれた雑誌は、反アパ
ルトヘイトの闘士・元大統領で 91 歳の誕生日を迎えたネルソン・マンデラが表紙で微笑む。
ホテルの前庭には７ｍのマンデラ氏の銅像がそびえる。年間の殺人件数が 1 万 9 千件と想
像を絶する治安の悪さで、散々脅かされた。到着直後の印象は、南ア社会の癒えない傷跡
として、アパルトヘイトの歴史を感じずにはいられない。
しかしながら、
「ＢＲＩＣＳ諸国であるブラジル・ロシア・インド・チャイナの後に付け
られるＳは南アフリカだ」と言われるように、南アはアフリカ最大のＧＤＰ規模、48 百万
の人口、プラチナや金、クロム、ダイヤモンド等の豊富な鉱物資源を誇り、経済的には高
いポテンシャルを有している。金・プラチナ等の世界最大手であるアングロ・アメリカン
社等の自国企業も多く、
トヨタ・日産等の日本企業の進出も 78 社に及ぶ。来年のワールドカッ
プに向けてスタジアム建設や運輸・空港・電力設備等に 10 兆円を投じてインフラ整備を進
めており、世界同時不況の影響を受けながらも、足下 2 ～ 4％の成長は達成できそうである。
首都プレトリアに向かうバスの窓からトヨタ自動車の工場が見えた。ガイドの説明によ
れば、南アトヨタの年間生産台数 18 万台、従業員 1 万人であり、「道場」と呼ぶ教育施設
を設けて、整理整頓を一から教え、またエイズ教育やＨＩＶ検査、感染者の治療を行って
いると聞いた。アフリカでの現地化を進めるために、10 年～ 20 年あるいはさらに先を見
据えて、最重要ステークホルダーである従業員の教育・健康を高めることが、日本企業の
持続的成長を支えていくものであることを実感した。
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翌日はヨハネスブルグから１時間のフライトで、ボツワナの首都ハポロネに向かった。
面積は 58 万平方㎞と日本の約１．5 倍であるが、国土の 84％がカラハリ砂漠であり、飛
行機から見ると地平線の彼方まで潅木の大地が続いている。なるほど水は貴重なものであ
り、ボツワナ国旗の基調である水色は、雨と水を表し、
「水」という意味のプラ（Pula）は、
通貨単位でもあり、たしか「万歳」とか「乾杯」の意味もあるように聞いた。ボツワナの
輸出品目は大地から産出されるダイヤモンドが 66％、銅・ニッケルが 20％であり、ムー
ディーズ・Ｓ＆Ｐからアフリカ最良のシングルＡ格付を得ている。特にボツワナは、取引
額で世界最大のダイヤモンド生産国であり、世界シェアの約 40％の産出量は、建国以来
30 年間で最貧国から中所得国まで発展する急成長を支えてきた。しかしながら、世界同
時不況の影響から、ダイヤモンド取引に深刻な影響が出ており、今年のボツワナのダイヤ
モンド収入は半減すると見られている。ダイヤモンドの価格維持のために、２つの鉱山の
操業を休止しており、我々が訪問したダイヤの等級判定・選別を行うダイヤモンド・トレー
ディング・カンパニー（DTCB）の職員も、「勤務時間の短縮やコストカットを厳しく言わ
れている」とのことであった。
ボツワナはダイヤモンドの輸出から得られる収入を、教育、水の供給、衛生、輸送、通
信システム等のインフラ整備に配分して国造りを進めてきた。ダイヤモンド依存から脱却
して、産業の多角化を進めるために、石炭や銅・ニッケル・ウラン等を活用した製造業企
業の育成や、通信・IT の技術立国としての将来展望を描き海外からの直接投資に期待し
ている。ボツワナ貿易投資促進機構（ＢＥＤＩＡ）では、ボツワナにコールセンターを作
らないかと言われ、ボツワナ商工会議所との懇談会では、商業銀行としてボツワナに進出
する考えはないかと問われた。私としては、「コールセンターは言語の問題があり困難だ。
商業銀行として預金を集めても投資する企業群が未発達である。日本やドイツのように政
府による郵便事業を基礎とした貯蓄機関を設立して国家プロジェクトに傾斜的に資金供給
し、将来民営化することが有効ではないか」
・・・と苦し紛れにお答えしたが、ボツワナの人々
の真面目さに少々恥じ入った。
日本の金属鉱物資源機構がボツワナに開設した衛星による地下資源の調査・分析技術を
指導するリモートセンシングセンターは、将来的な官民レベルでの共同プロジェクトの種
となることを期待する。
ボツワナ滞在中は、温和なボツワナの人々と大自然の豊かさに魅了された。空港の入国
審査官やホテルのフロントも、サファリのドライバーも、皆にこやかで正直である。たと
えばホテルの玄関先で「コインが落ちているよ」とドアマンに教えたが、「自分のもので
はない」と笑って拾おうとしなかった。国家予算の 38％を教育予算に配分し、「教養と見
識ある国家」をビジョンに掲げるボツワナの成果であろう。大自然に関しては、今回、チョ
ベ国立公園しか訪問できなかったが、雄大なブッシュの広がる大平原に自然動物が文字通
り自然のままに暮らす姿に感動した。人口 180 万人のボツワナに毎年 160 万人が訪れ、そ
の数は近年 14％ずつ増加しており、人々のホスピタリティと大自然が観光産業としての
恵みをボツワナにもたらしている。可能であればまたいつか、オカバンゴ湿地帯、中央カ
ラハリ砂漠も訪れてみたい。
ボツワナには、南部アフリカ１４カ国の開発共同体であるＳＡＤＣの事務局が首都ハポ
ロネに置かれている。将来はＥＵにおけるブリュッセルのように域内の経済発展、貧困撲
滅と平和維持の核都市を目指している。ややもすれば国家利害の対立・紛争や貧困の輸出、
格差の拡大のリスクもはらんでいる。ボツワナファンとして、域内諸国の協調とボツワナ
人の叡智と教養で、発展の道を切り開いていただきたいと切に思う。同時に、長期的な視
点に立ったＷｉｎ－Ｗｉｎの関係構築になにがしか支援していきたい。
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南部アフリカ経済事情調査訪問について

丸三工業株式会社
代表取締役社長
大野 太三
日本政府のアフリカ諸国との経済交流重視の方針を踏まえ、今回南部アフリカ諸国にお
ける資源開発を中心とした経済事情・社会情勢及び、九経連域内企業による経済進出の可
能性について考察する訪問であった。
南部アフリカ地域は資源の宝庫であり、世界的に見ても 9 億の人口を有し、世界の人口
の 14％を占めているため、世界で残された最後の巨大マーケットといえる。その中で、B（ブ
ラジル）R（ロシア）I（インド）Cs（中国）に続く有力なマーケットとして南アフリカが
注目されている。人口は 4700 万人、一人当りの国民所得はアフリカで最も高く、GDP は
南部アフリカ全体の 4 割を占める経済大国であり、また会計事務所・弁護士事務所・4 大
銀行もあり、経済・法律・金融・インフラなども整備されている…という前調べであった。
しかし実際は路上で何もすることがなく座り込んだままだったり、寝ていたりする黒人の
成人男性の多さ、また鉄条網をしている住宅街の多さ、その鉄条網には電気まで通してい
るところもある現状が私の目に飛び込んできた。私の感覚では、鉄条網、おまけに電気の
通っている鉄条網はゴルフ場の対猪対策以外思いつかないほどであり、それが対人間とな
ると、驚きと恐怖に襲われてしまう。
これらから察するに、南アフリカは公表されている所得水準に比べ人間開発指数の低い
地域であり、この表面的なアンバランスの影には人種・地域・性間の著しい格差があるの
が原因ではないかと思われる。この貧困が失業の増大とあいまって、避難民の苛立ちを増
加させ、凶悪犯罪による社会治安の悪化、都市・農村を問わず、教育・医療などの社会開
発、さらには経済開発の重大な阻害要因となっていると思われる。
ボツワナ共和国はダイアモンドの生産量が世界一で、同時にレアメタルの地下資源にも恵
まれているし、石炭の埋蔵量も 2000 億トン程ある模様で、メタンガスの可能性も秘めて
いると言われている。また、ボツワナの首都ハボロネには、南部アフリカ開発共同体（SADC）
があり、交通・金融・教育のハブ機能を担うものとして期待されている。
また、ボツワナは独立以来一度の紛争も無く、政治・治安は安定しており、政治の汚職
も少なく、民主主義・人権尊重・法治主義が行き渡っており、投資家には安心して投資で
きる政府と認識され、SADC の本部が首都ハボロネにあることから、ここに人と金が集まる
仕組みを作ればボツワナは南部アフリカの中核として飛躍する可能性も秘めていると思う。
しかし、現下のボツワナの課題は、ダイアモンド依存経済からの脱却と、産業の多角化
にあると思われる。四方を他国に囲まれた内陸国であり、かつ人口も少なく独自のマーケッ
トもなく、電力・鉄道・橋梁などの社会インフラの整備も遅れているため、産品の輸送コ
ストも膨らみ経済発展の大きな阻害要因になっている。また、雨が少ない為、ダムを作るか、
地下水を汲む必要に迫られているが、水質が良くないので水の浄化・リサイクル等、水の
管理ノウハウなども必要となってくる。電力供給にいたっては、総需要の 80％を外国よ
り輸入しており、2010 ～ 2012 年間は非常に電力供給が厳しく不足する状況下にあり、自
前の発電所建設が急務であると言われている。
ゆえに、ボツワナの経済発展に寄与するには、産業を興すことと社会インフラの整備を
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日本の ODA 援助で賄い、民間投資主体の官民連携した開発事業が必要とされるであろうと
思われる。その上で、貢献すべき分野として、人材育成・生産性の向上の仕組み・ノウハ
ウの提供などソフトとハードの両方の提供が必要であろうと思われる。
そこで、今回の南部アフリカ訪問において私の考察として考えられる経済援助動向とし
ては、色々提案事項はあると思うが、私としては、以下の支援の構築を思うところである。
まず、エネルギー関連分野であれば、現状一般向けの分野に対する援助としては、民間
企業（Shell）の太陽光発電支援が実現している他、ドイツなども同発電への協力を行い
つつあることなどから、今後の九経連としての対南アフリカ支援においても、黒人家庭電
化を主眼にした太陽光・風力などの発電支援、また石炭に関連した廃棄物発電やゴミ発電
なども将来的な支援対象として検討してみてはどうだろう。
次に、道路状況についてである。道路状態が劣化したものについて、経常メンテナンス
が可能なレベルまで改修するための道路整備工事における各種の総合的な技術支援が必要
であろうと思われる。また、九経連域内における企業が安心して技術支援進出が出来るよ
うな南部アフリカ地域の法的な整備構築も必要であろう。
以上、今回の南部アフリカ経済調査訪問において感じられたことであったが、今後、九
州域企業内においても JICA などの政府機関と協力・連動した官民合同の支援活動が現実
的な路線であろうと推察される。
今回の調査訪問につきまして、三井物産株式会社様と JTB 様に多大なご尽力を頂きまし
たことを心よりお礼申し上げます。
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南部アフリカ経済事情調査訪問について

三井物産株式会社
常務執行役員九州支社長
渡邉 清孝
ボツワナ・南アフリカは、アジアからは地政学的には極めて遠い国である。それが今回
の旅行で身近に感じることが出来る様になり、又、日本にとっては今後皆でさらに身近に
すべき国々の一つであると改めて感じた。
現代社会は、現状認識としては：
経済のグローバル化、価値観文化の多様化、社会の情報化発達、世界人口の拡大持続、世
界秩序の無極化などの環境下、
そこからの課題として、環境･資源問題（食料・エネルギー・水）、地球温暖化問題、人
権・貧困問題、児童労働・教育の格差などが考えられるが、
ボツワナ・南アフリカもまさしくその同じ問題・課題が当てはまる。
ボツワナと南アフリカ両国の歴史と政治・経済事情は異なり、同じようには論じること
は出来ない。しかし南アフリカについては、来年同国にてサッカーワールドカップが開催
されることもあり、これから種々多方面で議論されるであろうから、今回の視察の主訪問
地ボツワナについてのみ、個人的な印象として下記取りまとめたいと思う。
ボツワナは人口が 180 万人余りで、経済・政治共に非常に安定しており、ダイヤモンド
産業が外資との Joint Venture であり安定している故か、不思議といえる程人民が精神的
に豊かな国である。一人当たりのＧＤＰはＵＳ６千ドル強で、南アフリカ諸国の中では実
質 GDP No.1 で、総人口と同じ程度、海外からの観光客が毎年訪問しており、その数は年々
増加している。また、私達が面談した政府高官を始め、略々幹部全員が高年齢（60 才後
半より 70 才初め）であることには若干驚いた。
いわゆる発展途上国は、概して政府高官は若手が多いものだが、ここボツワナは異なっ
ていた。歴史ある部族の長と同じように、皆より尊敬を集め、そのまま政治に活用してい
るのであろう。周辺国の国民と比較しても、顔つきや目つきに温厚さが滲み出ており、国
の政財界幹部も非常に前向きに国の将来をよく考えている様子が伝わってきた。
例えば、ボツワナより車で入国した後、ジンバブエの車に乗り換え世界三大滝のひとつ
であるビクトリアフォールズに行った際に、その周辺のジンバブエ・ザンビア両国民と比
較出来たが、人種が違うからか、政治・経済的理由からか、ボツワナ国民の方がより親し
みを持てたし、ジンバブエでは土産物屋も狡猾な印象であった。
ダイヤモンドについては、ダイヤモンドの鉱山そのものは初めての見学ではあったが、
他の鉱山 ( 鉄鉱石等 ) と比べて、外観は規模の違い以外は大して差異はなかった。やはり
興味を惹かれたのが、デブスワナ（DEBSWANA）社でのダイヤモンドの選別である。あれだ
けのダイヤモンドの管理、特に従業員の管理が、色々な歴史があるからだろうが、良くで
きるな、と今なお充分納得できないでいる。８カラットの粒を掴んだ時はもう二度と手に
することは無いと思ったし、このまま日本に持って帰れたら・・・とも思ったが、やはり
諦めた。他にもチョベでのサファリパーク等、素晴らしい場所はたくさんあったが、割愛
する。
今回の訪問を終えて、上記のボツワナにおいてのエネルギー・教育等の問題を一緒に考
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えて解決できたら、と強く感じた。中国・ロシア等はアフリカだけではなく、いわゆる後
進国を積極的に「身近な国」へと変化させようとしており、私たち日本国としてもより仲
の良い身近な国になる努力を惜しんではならない。地球の裏側ではあるが、出来ることを
一歩ずつ進めたく、例えば首都のハポローネと九州のどこかが姉妹都市になるなど、皆で
考えていけたらと思っている。
最後になりますが、今回メンバーの皆様に恵まれ、非常に楽しい旅となりました。有難
うございました。
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南部アフリカ経済事情調査団に参加して

三井物産株式会社
九州支社副支社長
新田 敏之
今回九州経済連合会主催の南部アフリカ経済事情調査団に参加させていただきました
が、同調査団に対しては外務省・現地在日公館のみならず、経産省からは木村中東アフリ
カ課課長補佐官に現地参加頂くなど政府関係者から大変なサポートを得ました。こうした
ことから日本政府のアフリカに対する積極的な姿勢がひしひしと伝わってきました。
南アフリカは来年には日・南ア交流 100 周年を迎え（日本が名誉総領事を任命してから
ちょうど 100 年目にあたる）、南アの貿易相手国として輸出入共に上位にランキングされ
るなど資源を中心に関係の深い国の一つです。
しかしながら、南アを除くとサブサハラを中心とするアフリカ諸国とはまさにこれから
と言う段階で、ボツワナを取ってみても在留邦人は大使館関係者も入れて 50 名にも満た
ないとのことでした。一方中国人在留者は既に数万人に達しているとのことからも、日本
は可也出遅れているとの印象を持ちました。
さてボツワナですが、貧困・飢餓というアフリカのイメージとは違い、市内は整然とし
ており、会う人々にも余裕が感じられました。これは 1966 年に独立してからまだ 40 数年
ですが、ひとえに世界一の生産量を誇るダイヤモンドと独立以来すばらしい指導者に恵ま
れたお陰です。その収益は教育、医療、社会インフラ整備に費やされたとのこと、国民の
識字率が 90％を超え、英語が公用語になっていることからもその努力の跡がうかがえます。
問題は、ダイヤモンド依存経済からの脱却です。石炭・銅・ニッケル・ウラン・レアメタ
ルと鉱物資源が豊富であることからそれらの開発、種々の動物が生息する自然環境に恵ま
れていることから観光産業育成、農業・通信と多岐にわたって発展の可能性を秘めていま
す。また地政学的には南部アフリカの中心に位置し、SADC（南部アフリカ経済共同体）の
本部があることからも同地域の中心的役割を担うことを目指しています。
ただ、これら産業を発展させるための電力不足が大きな問題になっています。現在電力
の大半を南アフリカから輸入していますが、南アフリカの事情もあり漸減の後 2012 年に
は契約が切れるとのこと、国内発電所の立ち上げが急務となっています。今回面談した先々
でも電力問題が話題になり、日本の技術でもってボツワナの電力事業に協力して欲しいと
の声が多く聞かれました。ボツワナの周辺国はどこも電力不足が問題となっている為、豊
富な石炭を利用した発電所を建設し、国内需要のみならず周辺国の電力不足にも応えてい
こうと言う壮大な計画を持っています。
今後日本との関係を考えた場合、資源については内陸国でありインフラ整備はこれから
と言う点から資源確保と言う観点からは可也時間がかかるとの印象ですので、先ずは電力
を中心としたインフラ関係から進めるのが順当と考えます。 しかし、電力料金が kwh 当
り 4.5 円と可也安いことから事業としてのハードルは高いため、人材交流・技術援助を含
め何からスタートさせるのかボツワナ関係者とも協議して行くことが必要と考えます。
今回、松山大使を中心とした現地公館の計らいでメラフフィ副大統領他政府高官との面
談がかないました。面談内容は別にして、同副大統領の 72 歳を始め主要な幹部の方々が
高齢なのには驚かされました。若い国ゆえ指導者も若いのかと思えばそうではありません。
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色々聞いてみると、アフリカには 6000 もの部族がおり部族単位の組織が未だ残っている
とのことです。ボツワナにおいても大きく 20 程度の部族があり部族の長老を中心にまと
まっているとのことです。つまり家族・部族を大切にし父兄長老を敬うと言う美徳が残っ
ており、それ故に年長者（高齢者）の指導者を必要としているのです。
独立前は英国の保護領でしたが、ダイヤモンドも発見されておらずさほど注目されてい
ない内陸国で征服も搾取もされていなかったせいか国民の性格も温和で、最近はダイヤモ
ンドのお陰で余裕も出てきています。他のアフリカ諸国と比べ安心・安全と言いわれる背
景はこの辺にあると思います。（周辺国からはやっかみもあるのか、ボツワナ人は怠慢で
付き合いづらいとの声もあるようですが）
最後になりますが、ボツワナ政府関係者を始め面談した先々で、松山大使は民間出身ゆ
え、ビジネスへの関心が強くボツワナのために積極的に取り組んでもらっていると賞賛の
コメントがありました。九州から初代ボツワナ大使として赴任されご活躍されている姿を
見て大変心強く感じると共に何とかその一助になれたらと思った次第です。
視察団を主催された九州経済連合会様及び種々ご協力を頂いたボツワナ日本大使館の
方々、また楽しい旅をご一緒していただいた方々に心から御礼申し上げます。
以上
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南部アフリカ訪問雑感

九州電力株式会社
会長秘書
熊懐 達夫
昨年、秘書という仕事に就いて以来、国内外を問わず思いがけない場所を訪問する機会
が増えた。前の職場では、それこそ尻に根っこが生えそうなくらい椅子に座り続けで、事
務所から外に出ることすら稀であったのに比べると、全然正反対である。それでも１年が
過ぎ、行き先を聞いても驚かなくなってきたが、今回は別であった。何といってもアフリ
カである。子供の頃、「野生の王国」というテレビ番組が好きでよく見ていたが、赤茶け
た灼熱の大地にまばらに木や草が生える草原、そこを駆け巡る象やライオンなどさまざま
な動物たち、は同じ地球上でも遠い遠い大陸の話で自分が実際にそこに行くなどとは全く
思っていなかった。大人になって、地球上の大概の場所はお金と時間があれば行けるもの
だと分かるようになっても、時折新聞などで目にする治安の悪さや民族の衝突・紛争など
から、ここは物見遊山で出かけるような場所ではないと思っていた。だから、調査団の派
遣が決まった時、果たして無事に日本に帰って来れるのだろうか、大いに心配した。
が、ほぼ一日かけて到着してみると、果たして彼の地は想像とは随分違うものであった。
まず、暑くない。訪問した南アフリカのヨハネスブルグ、ボツワナのハボローネとも標高
が 1,000 メートルを超える高原地帯であることから年間平均気温が比較的低いことと、南
半球のそのあたりの７月は晩秋から初冬にあたるらしく、朝は吐く息が白くなるくらい寒
いし、昼間も汗をかくことなどなかった。
赤茶けた大地もない。それぞれ国の中心的な都市の都心部を訪問しているので当たり前
だが、ビルが建ち並ぶ街や大きなハイウェイはとても立派で、「野生の王国」に登場した
マサイの戦士などはどこにもいそうにない。ボツワナでダイヤモンド鉱山の見学に出かけ
た時は、現場が都心から離れた場所にあったため、途中、広大な草原が続く光景を見るこ
とが出来た。道路標識に「キリン注意」に見えるものがあったので少し期待したが、さす
がに都合よくは出てきてくれなかった。
治安の面でも、お世話していただいた現地の方々が十分気をつかってくださり治安の良
い地区にある立派なホテルを宿としたこと、こちらも十分用心して軽率に外を出歩かな
かったことから、自分自身が危険な目に遭うことは全くなかった。現地でお世話になった
ガイドやジェトロ事務所の方に話を聞くと、やはり皆さん被害に遭わないための予防策を
いろいろ講じているとの事だった。例えば、人や車が少なくなる夜間は、車に乗っていて
も路上で襲われることがあり、そのため、交差点で信号が赤でも止まらずに（もちろん安
全を確認した上で）進むこともあるそうだ。
出歩くのは怖いが、もう少し街の様子をよく見ることが出来ないかと思っていたところ、
今回お世話になった三井物産の現地事務所の方から、ヨハネスブルグの街を案内してくれ
るという有難いお申し出をいただいた。お言葉に甘えて日曜日にダウンタウンなどを案内
してもらうことにした。
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出発前にインターネットで調べてみると、ヨハネスブルグの中心部でも駅はかなり危険
な場所だといくつか記載があった。「出入口にガードマンが立っているが、彼らの仕事は
駅の内部に不審者が入らないようにすることであって、駅の外で何が起ころうが感知しな
い。従って、駅に降り立った旅行者が建物から外に出た途端、悪者達に取り囲まれ身ぐる
み剥がされることになる」というようなことが書いてある。本当にそうなのか聞くと、自
分も行ったことがないので行ってみようということになった。とても心配になったが、運
転手は当地で生まれ育った人であり大丈夫だというので、ドアをしっかりロックして連れ
て行ってもらうことにした。
途中、ダウンタウンの中を通るが、休みということもあるのか、あまり人通りは多くない。
いくつか立派なビルなのに全く明かりがついていないと建物があり、やはり休みなのか尋
ねると、あまりに治安が悪いので他地域に出て行った企業の建物だということだった。中
にはガラスが割れたままになっているところもある。そうかと思えば、2010 年のサッカー
ワールドカップに向けて、新しく路上にトラムの駅を建設している場所もいくつかあった。
件の駅へ到着し車窓から見学したが、見たところ、被害にあっている旅行者も、見るから
に怪しげなギャング風の人達も見当たらなかった。少しほっとする。地方の黒人貧困層の流
入により、ダウンタウンの治安はアパルトヘイト撤廃後の方がより悪くなっているという。
反アパルトヘイト運動の中心的人物だったネルソン・マンデラの住居が記念館になって
いるというので、駅の後はそこに連れて行ってもらった。昔でいう非白人居住区の中にあ
るその家はとても小さく、壁には襲撃を受けた当時の弾痕がそのまま残っていた。中には
ガイドがいて、マンデラのことを熱心に説明してくれる。話してくれる内容は半分も理解
できないが、顔つきや身振り手振りから、マンデラをとても誇りに思っているのだろうと
思った。
最後に、アパルトヘイト・ミュージアムへ。入場ゲートへ行くと、あと 30 分もせずに
閉館となるので、お金は要らないとのこと。係員から教えてもらった扉からあわてて中へ
入ると、まだかなり見学者がいる。順番にじっくり見て回る余裕はないので、目につくと
ころを急ぎ足で見て回る。英語の解説を苦労しながら読みつつ、５つ目の展示物の前に来
たあたりで突然真っ暗に。？。アナウンスがあり、閉館時間になったので出ろとのこと。
見ると、非常口照明の明かりを頼りに皆ぞろぞろと出口に向かっている様子。閉じ込めら
れてはかなわないので、後を追いかける。
外へ出ると夕暮れでかなり寒くなっていた。急いで車に戻ろうとすると、先ほどゲート
で会った係員が正面入口を見たかと聞く。先ほど私達が入ったのは、通用口だという。な
ぜそんなことを言うのかうまく聞けないまま、ともかく行ってみた。正面入口は扉が並ん
で二つあり、それぞれの扉の上に表示があった。アフリカーンスと英語で、左は「白人」、
右は「非白人」と書かれていた。
1994 年のアパルトヘイト撤廃で人種隔離政策はなくなったが、それで全てが解決したわ
けではなく、失業の増大や治安の悪化など、混乱はいまだ続いている。今年新しく就任した
ズマ大統領は 5 年間で取り組むべき優先課題として様々な国内貧困対策を実施していくとい
うことだが、来年のワールドカップを是非とも成功させ、その弾みにしてほしいと思った。
今回の訪問にあたっては、ボツワナ大使館や三井物産など多くの方々のご配慮のおかげ
で、多くの貴重な体験が出来、また無事に日本へ帰国することが出来たこと、心から御礼
申し上げます。
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                            㧖ߪࠕࡔ࠲࡞

ᴾ ᾂώଐஜểỉ᧙̞ᴾ ᴾ
⾏ᤃ㧦

ᣣᧄߦߣߞߡߪャ ⒟ᐲޔャ ⒟ᐲߩࠪࠚࠕ
̪ධࠕߦߣߞߡᣣᧄߪ☨ߣਗࠎߢᦨᄢャ࿖ߩ߭ߣߟ
㨇ᣣψධࠕ㨉  ం㧙ᯏ᪾㘃⥄ޔേゞㇱຠ ╬
㨇ධࠕψᣣ㨉 ం㧙ࠕࡔ࠲࡞⥄ޔേゞ ╬





 ᛩ⾗㧦






 ᐕᧃ߹ߢߩ⋥ធᛩ⾗⚥⸘㗵ߪ⚂  ం࠼࡞
ㅴᣣ♽ડᬺ㧦  ␠㧔 ᐕޔᴺੱวᑯ㚢ຬോᚲᢙ㧕
ධࠕᣣᧄᎿળ⼏ᚲળ㗡㧦 ᣣ ળ㗡㧦ޔਣ⚃ޔᣣ┙
⇐ᣣᧄੱᢙ㧦  ੱ㧔 ᐕ  ᤨὐ㧕
ਥߥᛩ⾗㧧
 ᐕ ᣣ↥⥄േゞ㧛ਃ‛↥ޔᤘ㔚Ꮏ㧛ਣ⚃㧔㩖㨴㩥㩂㩥㩛ㅧ㧕
 ᐕ ࠻࡛࠲ޔᣣᣂ㍑ޔਃ⪉㔚ᯏޔᣣᧄ⚕㧔ᬀᨋ㧕
 ᐕ ࠦࡑ࠷㧛દ⮮ᔘ㧔㋶ጊᯏ᪾㧕ޔਃ↰Ꮏᬺࡦ࠻ࠬࠫࡉޔ
 ᐕ ࠳ࠗࠠࡦᎿᬺޔᣣ┙ᑪᯏ
 ᐕ ⦁ਃޔൻቇޔᣣᧄࠟࠗࠪ
 ᐕ ᧄ↰ᛛ⎇ޔᣣ┙
 ᐕ ᣣᧄ㔚Ꮏޔਃ⪉ൻቇ
 ᐕ ࠺ࡦ࠰❱⚜࠲࡛࠻ޔ






ᾃώʋ߸ểỉ᧙̞ᴾ ᴾ
 ⾏ᤃ㧦







 ✚㗔㧦 

Ꮊψධࠕ  ⊖ਁ   ⥄േゞㇱຠࡗࠗ࠲ޔ


㧔ධࠕߦ࠻࡛࠲ޔᣣ↥ߩ⚵┙Ꮏ႐㧕
ධࠕψᎺ  ⊖ਁ   ࡑࡦࠟࡦߩ╬ࡓࡠࠢޔ㋕㍑ේᢱ


㧔એ೨ߪᎺ㔚ജߢ߽Άᢱࠍャ㧕
ർᎺධࠕࡈࠞ࿖ฬ㗔㙚㧔ฬ㗔㧦ᳯᧄ శᢅ᳁㧕
㧔᧲੩ߩᄢ㙚ޔฬฎደߩฬ㗔㙚ߦᰴߢ㧟⇟⋡ߩᄖ㙚㧕

㧔ᱧผ⊛ߥ㑐ଥ㧕
1585 ᐕ  ᄤᱜ▵࿅߇ࡕࠩࡦࡆࠢ㧔ධࠕ㓞࿖㧕ߦ 6 ࡩṛ
ᳯᚭᤨઍ ᧲ࠗࡦ࠼ળ␠߇દਁ㉿ࠍࠤࡊ࠲࠙ࡦነ᷼ߩ᛬ࠅ⩄឴ߍ
ࠤࡊ࠲࠙ࡦߩඳ‛㙚ߦ㒸
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ᴫ
    ࡏ࠷ࡢ࠽࿖
  
ᴾ
ᴾ
ᴾ ᾀώɟᑍʙऴᴾ ᴾ
㕙Ⓧ㧦
ੱญ㧦
㚂ㇺ㧦
⸒⺆㧦
ቬᢎ㧦
⇛ผ㧦

 ਁঠ
㧔ᣣᧄߩ⚂  㧕
 ਁੱ
㧔 ᐕ㌁㧕 ੱญჇട₸ 㧔 ᐕ㌁㧕
࠷ࡢ࠽ᣖ࠳ࡦࠞޔᣖࡘࠪࠢࡉࡓޔᣖ ╬
ࡂࡐࡠࡀ㧔)CDQTQPG㧕
⧷⺆⺆࠽ࡢ࠷ޔ㧔࿖⺆㧕
ࠠࠬ࠻ᢎޔવ⛔ቬᢎ
 ᐕ ⧷࿖⼔㗔ߣߥࠆޕ
 ᐕ 㚢ධࠕ⧷㜞╬ᑯോቭߩ▤ロߣߥࠆ
 ᐕ ⁛┙㧔ೋઍᄢ⛔㗔 ࠞࡑᄢ⛔㗔㧕
 ᐕ ࡑࠪᄢ⛔㗔ዞછ
 ᐕ ࡑࠪᄢ⛔㗔ᒁㅌᓟࠛࡂࡕޔᄢ⛔㗔ዞછ
 ᐕ ࡕࡂࠛᄢ⛔㗔ౣછ
 ᐕ ࡕࡂࠛᄢ⛔㗔ౣછ
 ᐕ ࡕࡂࠛᄢ⛔㗔ᒁㅌࡑࠞޔᄢ⛔㗔ዞછ㧔ೋઍᄢ⛔㗔ߣߪⷫሶ㧕



ᴾ ᾁώኺᴾ ฎᴾ ᴾ
ㅢ ⽻㧦ࡊ㧔2WNC㧕ޔ㧝ࡏ࠷ࡢ࠽ࡊ㧩⚂    㧔㧝ࡊ㧩㧝㧜㧜࠹ࡌ㧕

)0+ )&2 㧦  ⊖ਁ☨࠼࡞  ৻ੱᒰߚࠅ )0+㧦 ☨࠼࡞ 㧔 ᐕޔ㌁㧕
ᚑ㐳₸㧦
  ᐕ 

⚻ᷣᴫ㧦  ᐕ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼߇⊒ߐࠇߡએ㒠ޔᕆㅦߥ⚻ᷣ⊒ዷࠍㆀߍࠆ↥ޕ㗵
⇇╙  ࠍࠆ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼↥ᬺ߇ )&2 ߩ ޔャ✚㗵ߩ ޔᐭᱦ
ߩ⚂㧡ഀࠍභޔ㧟㧜ᐕ㑆ߩ⚻ᷣᚑ㐳₸߇ ߣ⇇⊛ߦ߽ᢙߩ⚻ᷣᚑ
㐳ࠍㆀߍߚޕ

⚻ᷣ⺖㗴㧦 ࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ଐሽဳ⚻ᷣ߆ࠄߩ⣕ළ↥ޔᬺߩᄙⷺൻ*ޔ+8 ᗵᨴኻ╷
㓹↪ഃޔᩰᏅᤚᱜޔၞࠗࡦࡈᢛߦ߽ขࠅ⚵ޕ
 
 ⾗Ḯ㑐ଥ㧦㧔࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼એᄖ㧕
⍹  ၒ⬿㊂  ం࠻ࡦߩౝ  ం࠻ࡦߪ⦟⾰ߣ⸒ࠊࠇߡࠆޕ
ߚߛߒᧂ߇ࡈࡦࠗޔᢛߩߚޔャߪ࿎㔍ߢࠆޕ
࠙ࡦ ຠ⾰ߪ⪭ߜࠆ߇ޔណជ᧦ઙߪ⦟ߊណ㋶ࠦࠬ࠻ߪޕ
ߘߩઁޔ㌃߿ࠕࡔ࠲࡞߽⼾ንߢࠆߣ⸒ࠊࠇߡࠆޕ
 ᴾ

ᴾ ᾂώଐஜểỉ᧙̞ᴾ ᴾ
ᴾ






⾏ᤃ㧦㨇ᣣψࡏ࠷ࡢ࠽㨉  ం㧙ਸ਼↪⥄േゞ  ╬ࡦࠫࡦࠛ࠲ࡠޔ

 =ࡏ࠷ࡢ࠽ψᣣ㨉 ం㧙࠳ࠗࡗࡕࡦ࠼ 㧕

ᛩ⾗㧦ᣣᧄ߆ࠄߩ⋥ធᛩ⾗ߥߒ
⇐ᣣᧄੱᢙ㧦  ੱ㧔 ᐕ  ᤨὐ㧕

េ ഥ㧦5#&% ⻉࿖ߦ  ం࠼࡞ߩេഥࠍቯޔߒ߆ߒޕᖱਇ߽ࠅޔㅜ߇⺖㗴ޕ

ᾃώʋ߸ểỉ᧙̞ᴾ ᴾ
ᴾ
 ⾏ᤃ㧦
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↞⚻ᷣ↥ᬺᄢ⤿㧔ᒰᤨ㧕ߩධㇱࠕࡈࠞᱧ⸰
⸰ᣣ
⸰࿖
⋡ ⊛

2007 ᐕ 11  15 ᣣ㨪17 ᣣ
ධࠕࡈࠞ࿖࠽ࡢ࠷ࡏޔ࿖
㧔ᣣᧄ߆ࠄ⚻ᷣ↥ᬺᄢ⤿߇ਔ࿖ࠍ⸰ߒߚೋߡߩࠤࠬ㧕
Ⓧᭂ⊛ߥ⾗Ḯᄖ㧔ࠕࡔ࠲࡞㧕↥ޔᬺදജផㅴߥߤ

ධࠕࡈࠞ࿖
ࡓࡌࠠᄢ⛔㗔
ࡓࡄࠪࡘࡢ⾏ᤃ↥ᬺᄢ⤿㧔ᄢ⛔㗔ળ⺣ߦหᏨ㧕
ળ⺣⋧ᚻ
࠰ࡦࠫࠞ㋶‛ࠛࡀ࡞ࠡᄢ⤿
ࠕ࠙ࠖࡦડᬺᄢ⤿╬
⾗Ḯࠛࡀ࡞ࠡಽ㊁
࠰ࡦࠫࠞ㋶‛ࠛࡀ࡞ࠡᄢ⤿ߣหࠬ࠹࠻ࡔࡦ࠻ࠍ⊒
⾗Ḯࠛࡀ࡞ࠡಽ㊁ߢߩ Win-Win 㑐ଥߩ᭴▽
ࠕࡔ࠲࡞╬㋶‛⾗Ḯಽ㊁ߢߩౕ⊛ߥදജ᩺ઙߩታᣉ
㧔ታᣉᯏ㑐ߦࠃࠆ㧟ઙߩ⟑ฬߦ⥃Ꮸ㧕
 㧙ࠕࠕࠬߩห⺞ᩏ㧔JOGMECޔ⎇✚↥ޔධࠕ⾰⺞ᩏᚲ㧕
 㧙ࡃࠗࠝ࠴ࡦࠣߩห⎇ⓥ㧔JOGMECޔධࠕ㋶ᬺᛛⴚ⎇㧕
ౕ⊛ᚑᨐ
 㧙ࡊ࠴࠽╬ߦଥࠆหᛩ⾗ߩᬌ⸛ᖱႎ឵
㧔દ⮮ᔘ␠࠳ࡦࠔࡈࡌޔ㧕
⋭ࠛࡀ࡞ࠡදജߩ㐿ᆎ
ේሶജಽ㊁ߦ߅ߌࠆ㑐ଥᒝൻ
↥ᬺදജಽ㊁╬
ࠗࡦࡈᢛ↥ޔᬺ㜞ᐲൻಽ㊁ߢߩදജᒝൻ
2010 ᐕࡢ࡞࠼ࠞ࠶ࡊߩᚑഞߦะߌߚᣣᧄ߆ࠄߩࡁ࠙ࡂ࠙ឭଏ ╬
ࡏ࠷ࡢ࠽࿖
ࡕࡂࠛᄢ⛔㗔
ࠤ࠺ࠖࠠ࡞࠙ࠚ㋶‛ࠛࡀ࡞ࠡ᳓⾗Ḯᄢ⤿ޣ⡯㧦࿁ᢘ⸰ޤ
ળ⺣⋧ᚻ
ࡔࡈࠚᄖോ࿖㓙දജᄢ⤿ޣᄢ⛔㗔㧦࿁ᢘ⸰ޤ
ࠨࡠࡑࡦ SADC㧔ධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห㧕ോዪ㐳
ࡕࡂࠛᄢ⛔㗔ߣߩ㑆ߢหࠬ࠹࠻ࡔࡦ࠻ࠍ⊒
㋶‛⾗Ḯಽ㊁
 ⾰ࡕ࠻ࡦࠪࡦࠣࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩታᣉ
㧔ታᣉᯏ㑐ߦࠃࠆ⟑ฬߦ⥃Ꮸ㧕
  㧙JOGMECࡏ࠷ࡢ࠽㋶‛ࠛࡀ࡞ࠡ᳓⾰Ḯ⋭߇หߒߡޔᣣᧄ
߇   ߔ ࠆ ⴡ ᤊ ↹  ࠍ ↪  ߚ వ ㅴ ⊛ߥ ត ᩏ ᛛ ⴚ ߦ ࠃ ࠆ  ࠕ
ౕ⊛ᚑᨐ
ࡔ࠲࡞╬តᩏ߮ᛛⴚ⒖ォࠍታᣉ
หࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ SADC ട⋖⻉࿖߳ߩᄢ
↥ᬺදജಽ㊁╬
ࡏ࠷ࡢ࠽ࠍਛᔃߣߒߚධㇱࠕࡈࠞ㐿⊒ห㧔SADC㧕ߩ⚻ᷣ⛔
วࠍផㅴߔࠆߚޔၞᮮᢿ⊛ߥࠗࡦࡈᢛᡰេߩᔅⷐᕈ
ߦߟߡวᗧ
㧔ౖ㧕⾗Ḯࠛࡀ࡞ࠡ⋭ࡎࡓࡍࠫ
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ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏ 6+%#&  ⷐ
ᱜᑼฬ⒓

Tokyo International Conference on African Development
㧔TICADާ࠹ࠖࠞ࠶࠼ި㧦ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏㧕
ࠕࡈࠞߩ㐿⊒ࠍ࠹ࡑߣߔࠆ࿖㓙ળ⼏

⸳┙⋡⊛
㗫 ᐲ

㐿ታ❣

ᣣᧄᐭ߇ਥዉߒޔ࿖ㅪޔ࿖ㅪ㐿⊒⸘↹㧔UNDP㧕߮⇇㌁ⴕ╬
ߣหߢ㐿
5 ᐕߦ 1 ࿁ߩ㚂⣖⚖ળวߦട߃ߡޔ㑑⚖ળว╬ࠍ㐿
1993 ᐕ
1998 ᐕ
2001 ᐕ
2003 ᐕ
2004 ᐕ
2006 ᐕ
2007 ᐕ

╙ 1 ࿁ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏㧔᧲੩㧕
╙ 2 ࿁ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏㧔᧲੩㧕
㑑ࡌ࡞ળว㧔᧲੩㧕
╙ 2 ࿁ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏㧔᧲੩㧕
ࠕࠫࠕࠕࡈࠞ⾏ᤃᛩ⾗ળ⼏㧔᧲੩㧕
ᐔߩቯ⌕ળ⼏㧔ࠕ࠺ࠖࠬࠕࡌࡃ㧕
ᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚߩⅣႺߣࠛࡀ࡞ࠡޠ㑑ળ
㧔࠽ࠗࡠࡆ㧕
2008 ᐕ ╙ 4 ࿁ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏㧔ᮮᵿ㧕

╙ 4 ࿁ࠕࡈࠞ㐿⊒ળ⼏(TICAD IV)

㐿ᣣ

2008 ᐕ 5  28 ᣣ㨪30 ᣣ

㐿

ᮮᵿ

ၮᧄ㩜㨹㩈㨺㩆㩨

ర᳇ߥࠕࡈࠞࠍ⋡ᜰߒߡ ̆ Ꮧᦸߣᯏળߩᄢ㒽
ࠕࡈࠞ㐿⊒ߩᣇะᕈ

⼏㗴

㧔㊀ὐ㗄㧦⚻ᷣᚑ㐳ߩടㅦൻੱޔ㑆ߩో㓚ߩ⏕┙ޔⅣႺ᳇
ᄌേ㗴߳ߩኻಣ㧕

ෳട⠪

3,000 ฬએ߇ෳട㧔ᚒ߇࿖ᄖผ㘃ࠍߥᄢⷙᮨߥ࿖㓙ળ⼏㧕
ࠕࡈࠞฦ࿖㧔51 ࠞ࿖㧕
 41 ฬߩ࿖ኅర㚂㚂⣖⚖ާࠫࡖࡦࡇࡦ AU ᆔຬ㐳ࠍި
㐿⊒ࡄ࠻࠽⻉࿖߮ࠕࠫࠕ⻉࿖㧔34 ࠞ࿖㧕
࿖㓙ᯏ㑐߮ၞᯏ㑐ߩઍ㧔74 ઍ㧕
᳃㑆ࠢ࠲NGO ╬Ꮢ᳃␠ળߩઍ ╬

ో⼏㐳

↰✚ℂᄢ⤿㧔ᒰᤨ㧕
㐿ળᑼߩၮ⺞Ṷ⺑ߦ߅ߡޔᚒ߇࿖ߩኻࠕࡈࠞᡰេ╷ࠍ⊒ߒޔ
ޟኻࠕࡈࠞ ODA ߩჇޠ
ޟޔኻࠕࡈࠞߩ᳃㑆ᛩ⾗ߩჇᡰេޠ
╬ࠍ

ᦨ⚳ᚑᨐ‛

ᓟߩࠕࡈࠞ㐿⊒ߩข⚵ᣇะᕈߦ㑐ߔࠆᴦ⊛ᗧᕁࠍ␜ߔޟᮮ
ᵿት⸒⊒ࠍ╬ޠ

㧔ౖ㧕ᄖോ⋭ࡎࡓࡍࠫ
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