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ミレニアム・プロミス・ジャパン 第 10回研究会 

 

２時間でわかるアフリカの今 

-ブルキナファソ、コートジボワールを例に- 

 

【講師】      片岡貞治氏（早稲田大学国際戦略研究所所長） 

 

【日時・場所】  2011年 1月 28日（金） 18:30～20:30 

JICA地球ひろば 5階 セミナールーム 503 

 

【概要】      1．ブルキナファソ 

2. コートジボワール 

3. 終わりに  

4. 質疑応答 

5. ウガンダとの中継 

 

 

 

１．ブルキナファソ 

 

 (1)概要 

ブルキナファソは最貧国であるが、近年、経済成長率が上がっている。かつては綿花しかなか

ったが、今は金や多くの鉱物資源があり、それらはほとんど未開発のままだ。現在、イギリスや

オーストラリア、中国、そして、日本の会社も鉱山開発に名乗りをあげつつある。 

この国はモシ族という民族が 5割程度を占め、同じような名前の人が非常に多い。最も多いの

が、ウエドラオゴという名前で、実際に歴史の中でも大統領や、外務大臣、首相になった人等が

いる。 

人口増加率は非常に高い。（3.39%） 

乳幼児死亡率は高く、1000人中 82.98 人である。かつてのシエラレオネ程ではないが、今でも

世界で上の方で、スーダンやアンゴラに近い。 

農業大国であり、皆ほとんど農業に従事している。しかし、耕せる土地は非常に尐なく、17%

程度しかない。 

GDPは 2000年頃から毎年 5%程度の勢いで上がってきている。 

一人当たりの GDP は現在約 570 ドルである。2010 年は、アフリカの年といわれた 1960 年から
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50 周年にあたる。1960 年には 17カ国が独立した。フランス語圏の国が多いが、ブルキナファソ

はそのうちの一つである。当時の一人当たりの GDPは約 60 ドルで、一日一人当たり 30 セント位

で生きていたということだ。非常に貧しい国だが、現在どんどん上がってきている。2001 年の

GDPは 25 億ドルだったが、現在は 87億ドル位まできている。 

内陸国で海がないため、物を運ぶ時にインフラの問題が出る。道路網があまり整備されていな

いので、輸出するときに頼りになるのが隣国のコートジボワールである。物を輸出入するときの

ファシリティをコートジボワールに頼ってきたため、ブルキナファソはコートジボワールの波乱

に富んだ歴史と密接に絡んできている。 

 

■ 主要産業 

主要産業は農業である。最近、世界中で、アフリカがブームだと大騒ぎしている。世界有数の

コンサル会社のマッキンゼーは、アフリカは単なる資源ブームだけではないのだと大騒ぎをして

いたり、イギリスのチャタムハウスもグリーンレボリューションといって、アフリカはバラ色の

人生が約束されているかのように書きたてている。しかし、必ずしもマッキンゼーやチャタムハ

ウスの言うようにオプティミスティックにはならない。 

農業従事者は人口の 9 割を占め、GNP の 3 割位が農業である。マリと並んで、綿花の最大の産

出国である。その他、トウモロコシやタロイモ等も作っている。綿花については、アメリカの綿

花業者に対して彼らが補助金を出して価格を抑えているということで問題になったが、それでも

未だに綿花が主要産業である。しかし、昨年から、金が綿花を抜いて一位になった。 

首都ワガドゥグには約 120万人が住んでいるが、失業率が非常に高い。農村部も貧しい農家ば

かりである。ブルキナファソの隣国、コートジボワールは、ナイジェリアに比べればそれほどで

もないが、フランス語圏の中では巨人であり、最大の大国である。そのコートジボワールに出稼

ぎに出る人が非常に多く、今も約 300万人のブルキナファソ人がコートジボワールに住んでいる。 

他の産業はビール醸造や軽工業があるが、たいして利益を上げているわけではなく、国内向け

である。 

この国は色々な形で経済の開発をしようとしており、色々な公社の民営化を促進している。た

いていの国でこれをやった場合、自分のところに民間セクターがないので、だいたいはヨーロッ

パ、特にフランスの企業が買ってしまう。しかしブルキナファソの場合には、あまりフランスが

入りこんでいないセクターがあるが、そういう方面には中国やインドが進出している。ちなみに

ブルキナファソは、台湾と国交を持っている数尐ない国の一つである。 

2004年からは、外国からの投資を優遇するために法を改正している。ブルキナファソの場合は

政治的にはフランスと絆が深く、フランス製品が輸入では大量に入り込んでいるが、輸出に関し

てはフランスよりも中国系の会社の方が多い点が、他のフランス語圏アフリカと異なる。 

鉱物資源としては、金やマンガン等色々なものがあるが、未開発状態である。イギリスの会社

が金の開発に入り込んでいる。特に有名なのがタンバオのマンガン鉱山で、この開発権を巡り、

日本も名乗りをあげてきた。まだ完全に決まったわけではないが、厳しい状況だと聞いている。
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これにもインドや中国が入り込んできている。 

近年の主要輸出物は金とコットンである。2010 年は、コットン 1 キロが 182CFA フランで非常

に安い。金の生産量は、嘗ては年間 3トン程度であったが、2011年より 22 トン以上を輸出する

予定である。2010年からは金が第一位の輸出品となっている。 

 

(2)歴史 

モシ王国は、ブルキナファソを中心とする地帯に居住するモシ人が 15 世紀中頃に建国した王

国である。強大な騎馬軍を有し、当時全盛期にあったソンガイ王国からも独立を保った。 

しばらくしてワイグヤを都とする北部モシ、ワガドゥグーを都とする中部モシ、テンゴドゴを

都とする南部モシの三国に分かれ、19世紀までそれぞれ独立を保った。 

19 世紀後半になると、フランスによる植民地支配を受けるが、モシ諸国はよく組織された国家

を持っていたため、フランスはこの地域に間接統治を取り入れ、各王国を利用して植民地支配を

進めていったため、王の権力は残った。具体的にはモシ王を屈服させて保護領の協定を結んだ。 

仏領西アフリカ（AOF）が形成されているときに、モシ王国は Haut-Sénégal-Niger に編入。第

一次大戦中、モシ族は Tirailleurs sénégalais に編入された。 

1919年にオート・ヴォルタとして再編入し、AOF の植民地となる。勤勉なモシ族は人的資源と

して評価され、隣接地域の開発に利用された。 

1932年、モシ王（Mogho Naaba）の反対にも拘わらず、オート・ヴォルタは、Soudan français

（actuel Mali）、Côte d'lvoire、Niger の三植民地に分割帰属する。 

1947 年にオート・ヴォルタとして再構成され、1958 年にフランス共同体に自治共和国として

編入される。 

1960年に独立する。天然資源は平凡であるが、国民は勤勉である。ブルキナファソの独立後の

歴史は、強力な隣国コートジボワールのそれと複雑に絡み合っている。 

初代大統領はモーリス・ヤメオゴである。エンクルマ（ガーナ）、ウフエット・ボワニ（コー

トジボワール）、モディボ・ケイタ（マリ）などの重量級の大統領の中で存在感を出さなければ

ならなかった。しかし、外交政策は拙务であった。ウフエット・ボワニとは、波乱に富んだ関係

で、Conseil de l'Entente におけるリーダーシップ争いを行う。1964 年、ウフエット・ボワニ

やフランスと和解する。ヤメオゴはジョンソン大統領に最初に謁見したアフリカの大統領であっ

た。セック・トゥーレ（ギニア共和国初代大統領）とは対立する。個人的な放蕩、浮気、ミス・

コートジボワールとの再婚、増税、緊縮財政等から国民の不満が増大し、辞職を余儀なくされる。 

1966年には、ラミザナ大佐が国家元首となる（1980 年まで）。民政移管と軍政移管を繰り返す。

憲法を改正し、複数政党制による総選挙を行う。しかし、政府と国会の対立が起こり、1974 年

に国会は解散、憲法停止となる。1977年に新憲法を採択し、1978年の大統領選挙（二回投票制）

で大統領に選出される。 

1980年、大規模ゼネストから、ゼルボ大佐（元外相）によるクーデターが起こる。しかし、政

権は不安定で、2年後にウエドラオゴがクーデターを起こす。 
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1983 年、軍内部のクーデターから、サンカラ（元首相）が権力を掌握する。1984 年、国名を

ブルキナファソ（“pays des Hommes intègres”）と改名する。国歌も作成した。サンカラは反植

民地主義、反開発援助、イデオロギーの政治家である。急進的改革を実施し、アフリカのチェゲ

バラと呼ばれる。農業従事者を中心とした改革を行い、女性の地位向上にも努めた。 

1987年、コンパオレ（サンカラの腹心）によるクーデターが起こる。複数政党制に移行。1991

年に新憲法を採択する。2010 年の大統領選挙ではコンパオレが再選される。 

 

(3)チャレンジ 

1989 年 9 月のクーデター未遂、1998 年ゾンゴ事件等の危機があったものの、20 年を経てブル

キナファソは安定した平和国家となる。外交的には、Peace Builder で、西部アフリカの多くの

紛争（コートジボワール、ニジェール、ギニア、トーゴ等）を調停している。 

2015年の選挙が争点となる。この選挙には元 UNDP のディアブレも参加が予想される。 

経済的には 8億 6000 万ドルの援助を受けている。 

2000 年には、貧困削減戦略文書（PRSP）を採択した。2009 年より、新たな貧困削減戦略文書

である SCADD（Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable pour la période 

2011-2015）を策定。インフラ整備、都市計画、農業・畜産部門の生産性向上、流通革新、工業

エネルギー部門の開発促進等を重点分野としている。 

以上の通り、将来性のある国家であり、人的資源が豊富なブルキナファソに、長期的な視野に

立って人と資金を投入し、共に汗を流すという視点が肝要である。 

 

 

２．コートジボワール 

(1)現状 

コートジボワールは、嘗てはアフリカの奇蹟と呼ばれ、フランス語圏アフリカ諸国の安定国家

として、西部フランス語圏アフリカ諸国のリーダー的存在であり、アフリカの優等生であった。 

フランスのショーウィンドーと呼ばれていた。 

シエラレオネやリベリアといった西部アフリカにおける近隣諸国が 80 年代、90 年代に紛争に

疲弊していた際、コートジボワールだけは紛争状態に陥ることなく、安定成長を維持していくと

長きにわたり信じられてきた。 

そのコートジボワールが 2002年 9月 19 日にクーデター未遂事件が勃発して以来、国内を北部

と南部に二分する内戦状態に陥り、2007年のワガドゥグ合意を経て終戦が宣言される。 

この間、大統領選挙が何度も延期されたが、2010 年 10 月 30日に大統領選挙が行われた。2010

年 11 月 28日には、バグボとウワタラによる第二回決選投票が実施された。 

選挙管理委員長は 12 月 2 日、野党共和連合（RDR）党首のウワタラが 54.1%の得票率で、バグ

ボを破り当選したとする暫定開票結果を発表した。しかし、憲法評議会はこの直後、国営放送を

通じて、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無効と
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発表する。憲法評議会は、大統領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、バグボが 51.45%の得票率で当選したと宣言

した。これを受けてバグボは大統領就任を宣誓したが、ウワタラも独自に「大統領就任」の宣誓

を行う異常事態となる。 

二人の大統領がいるという異常事態の中で、バグボ派対ウワタラ派の衝突で 300人近くが死亡

した。国連に依れば、全ての犠牲者はウワタラ派の一般市民で、政府軍により殺害されたという

ことだ。 

2010年 12月はじめの段階で、フランス、アメリカ、国連、EU、AU、ECOWAS はウワタラを支持

する。AUと ECOWAS は支持したどころか、バグボ大統領がいるためにコートジボワールの加盟資

格停止を決定した。世銀・IMFも融資を凍結した。これは兵糧攻めに近い。 

ECOWAS と AU は共同で調停を開始する。まず、近隣諸国の大統領（カーボ・ヴェルデのピレス、

ベナンのボニ・ヤイ、シエラレオネのコロマ）が AU、ECOWAS の名で調停する。また、AUの代表

としてケニアの首相オディンガが調停を始める。オディンガについては、同じような事件が 2007

年にケニアで起こっている。当時の大統領選挙は、キバキとオディンガの一騎打ちで、実際には

オディンガは勝ったのだが、先にキバキが宣誓式をしたので大混乱になり 1000 人以上の人が亡

くなった。国連と AU の調停により、それまでケニアの憲法の中では首相というものがなかった

が、それをわざわざ作り、オディンガが首相となってパワーシェアリングを行った。このような

経験があるので、オディンガならバグボに対して上手く辞任を促せるのではないかということで

オディンガが指名されたのである。しかし、ピレス、ボニ・ヤイ、コロマ、オディンガはそれぞ

れに立場が違い、共同歩調で事を進めることは出来なかった。 

更に元南アフリカ大統領のムベキが調停に行った。彼は 2005年、2006年に、AUの依頼でコー

トジボワールに大臣まで派遣し、国家元首の自らもアビジャンに滞在し、コートジボワール紛争

の調停をした経験がある。しかし、今度は上手くいかなかった。 

ナイジェリアの元大統領オバサンジョも、今のところ不発に終わっている。現職の南ア大統領

ズマはあまり関心を持っていないが、基本的には軍事オプションには反対である。グッドラッ

ク・ジョナサンはナイジェリアの現大統領で ECOWAS の議長でもあるが、彼は積極的な軍事介入

を支持している。 

AU 議長である赤道ギニアの大統領オビアンは、軍事オプションには若干慎重である。 

ブルキナファソのコンパオレは、基本的には慎重だが、軍事オプションが可決される場合には、

ナイジェリアと組んで軍隊を出すことは決まっている。 

アフリカ諸国の首脳は、当初は共同歩調であったが、現在は分裂気味で、軍事オプションに慎

重な人が多い。 

軍事オプションになった場合、方法は二つある。一つは、パラシュート部隊 100人位がバグボ

を拉致してそのまま降参させるという、いわゆるノリエガ・スタイルである。二つ目は、4000

人位のナイジェリア中心の部隊を作り大統領府に攻め込むというものである。ロジスティックは

アメリカとフランスが行うが、かなりの犠牲者が出る可能性がある。それもあって、慎重である。 
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ただ、アンゴラという国の存在が非常に不気味である。アンゴラはバグボに積極的に軍事協力

を行っており、コートジボワールにはアンゴラの傭兵が沢山いる。やはり軍事オプションという

のは現時点ではなかなか難しいのではないかと思う。 

 

(2)紛争の原因 

紛争の最大の原因は、ウフエット・ボワニの逝去以来、きちんとした後継者がいなかったとい

う点にある。 

ボワニの後を継いだベディエ、ウワタラ、将軍で軍人のゲイ、そしてバグボの 4人がこの紛争

の主要人物である。バグボは社会党で、ボワニ時代の野党の党首であった。ずっとフランスに亡

命しており、ボワニが死んでから帰った人物だ。 

ボワニの後を継いだベディエが 93 年に憲法規定に則って大統領になるが、そのときに首相だ

ったウワタラを排除し、ウワタラを大統領選挙に出させないようにしていた。そのさなかに、ゲ

イ将軍がクリスマス・クーデターを起こし、それ以来コートジボワールは政治不安や軍事危機が

慢性化していった。最初、ゲイが大統領になるのだが、2000年の選挙でバグボが大統領になる。

しかし、このときも選挙結果でもめている。最初の選挙結果の内務省の発表ではゲイが勝ったと

発表したが、独立選挙委員会はバグボが勝ったということで、バグボが 2000 年に大統領になっ

たのである。そして 2 年後に反乱が起きて、2002 年からずっと内戦状態にある。 

その最大の問題は、「イヴォワリテ」である。これは独立以来の社会システムに起因する。イ

ヴォワリテとは、自分たちがコートジボワール人だというアイデンティティやナショナリズムを

作るために、外人を他者とすることによって、自分たちのアイデンティティを強くして、それを

政治に利用するのである。ベディエとウワタラの二人の後継者争いが実はこれにつながっている。 

ウワタラの父はオートボルタ（現ブルキナファソ）の人である。ウワタラは IMFにいたのだが、

コートジボワールのクオータではなく、ブルキナファソのクオータで IMFに行っていた。そのこ

とを皆知っているので、ウワタラを排除するために、このイヴォワリテの概念を使うのである。 

ザンビアでも同じようなことが 95 年の 8 月にあった。当時のチルバ大統領がこれと全く似た

ような規定を持ちだして、カウンダが選挙に出られないようにしたのである。それと全く同じよ

うなことがコートジボワールでも行われたわけだが、コートジボワールの場合は憲法の規定とし

てイヴォワリテという概念を大統領府からの法案で打ち出したのである。これは被選挙権の規定

で、両親ともコートジボワール人でなければならないというものだ。しかし、コートジボワール

ができたのは1960年で、ウワタラは1948年生まれで父親はコートジボワールができる前の人だ。

これもまさに恣意的、政治的な規定で、つまりウワタラを排除するために作った規定なのである。

これが実は今回の紛争の最大の原因となり、北と南を対立させた。国籍を理由に排除されたウワ

タラは IMF専務理事に就任するのだが、コートジボワールの枠ではなくて、ブルキナファソの枠

で就任する。ウワタラの腹心たちは、政党 RDR を立ち上げる。95 年の最初の大統領選挙は、建

国以来始めての大統領選挙で、バグボは当時の大統領が死んで亡命から戻ってきて、バグボ、ウ

ワタラ、ベディエが並ぶのだが、バグボ、ウワタラがボイコットをする中で、ベディエが漁夫の
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利で勝利を収めた。そして、ベディエ政権がイヴォワリテという民族的指標に基づいて国民の一

部を排除することによって、政治危機を一層深めて行った。本来、民族というものは非常にあい

まいな定義である。それを政治的かつ歴史的に分類し、それをベディエ以降はイヴォワリテとい

う概念を持ち出して上手く使って行ったのである。 

現在の部族間の緊張の遠因は、ウフエットのバウレ族優遇政策と大量移民の獲得にあったが、

ウフエットの巧みな政策と独裁体制の下で、不満は隠蔽されていた。コートジボワールの人口の

3 分の 1ほどが外人である。コートジボワールの経済を支えていたのはカカオなのだが、カカオ

を大量に作るためには、大量生産可能な大規模農園が必要で、そこには大量の廉価な労働者が必

要だ。そこで、最初から色々な外国人が移民としてやってきており、それを上手く利用していた。

そして、政治的には将来的な複数政党制導入の際に外国人の投票をあてにしていた。 

ウフエットが死んで民主化が到来すると、部族間の緊張が徐々に噴出しはじめる。ウフエット

とベディエはバウレ族である。南部に位置するアカン・グループ（バウレ族やアニス族）がベデ

ィエ時代まではコートジボワールの権力機構を独占していた。このアカン・グループというのは

北東部のヴォルタ・グループ、北西部の南部マンデ・グループと北部マンデ・グループ（ウワタ

ラの属するマリンケ族で殆どがイスラム教徒）、南西部のクル・グループを圧倒していた。バグ

ボというのはクル・グループ（ベテ族）だ。 

クルとアカンは対立しているが、北部の人間に対する認識に関しては一致していた。北部の人

間をブルキナファソやマリから来た「外国人」と認識していたのである。この彼我の差異意識に

宗教的色彩が加わり、南部のキリスト教徒と北部のイスラム教徒という図式が単純に人為的に作

られた。 

ところが、コートジボワールの奇跡を支えていたのは大規模農園と大量のブルキナファソ移民

あるいはマリ移民なわけだ。つまり、今まで国のために尽くしてきた人たちもこの構図の中に勝

手に組み込まれてしまう。何か問題が起こると、都合のよいスケープゴートとして利用され、危

機が生じるたびに非難の矛先となった。 

ゲイは最初イヴォワリテを否定し、最初はウワタラ派の政治犯を釈放したりしていたが、99

年に大統領になったゲイは、すぐにイヴォワリテに迎合するようになっていった。ゲイとバグボ

は、対ウワタラということで共同戦線を張っていった。しかし、ウワタラ排除後は大統領の座を

巡って争う。疑わしい選挙結果を巡る混乱と騒乱、暴動の中でウフエットの長年の政敵であった

バグボが大統領に就任した。そして、バグボも結局はイヴォワリテを活用する。 

ベディエ以降のコートジボワール政府は、北部の有力者であり、首相であったウワタラを、ブ

ルキナファソ人と一刀両断し、イヴォワリテの名の下で三度にわたって公式に突き放した。北部

の住民はこの行為を政府による最後通牒と捉え、民族的緊張は一気に爆発、北部は反バグボにな

る。Force Nouvelle という新しい軍隊はこうした北部住民の怒りを代弁している。こうして国

を二分する紛争となった。 

2002年から色々な調停が行われる。フランスもかなり入り込むがなかなか上手くいかなかった。

2003 年のリナス・マルクシスというのはフランスで行った和平協定だが、そこでは完全にバグ
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ボの権力を失くしてしまおうというものだった。バグボはそれをやや飲むのだが、その後に内務

大臣を反乱軍に任命し、紛争が再発してしまう。 

2005年からは南アやガーナが入ってきて調停するのだが、結局は失敗してしまう。最終的に成

功させたのは、紛争の当事者でもあったブルキナファソだ。ブルキナファソのコンパオレが直接

対話を行おうということを指示して、アクラ協定で、ウワタラの腹心ソロを首相に任命させて、

直接対話を行った。説得の過程では、バグボとソロの直接対話を AU が後押ししたが、最終的に

はムベキやコンパオレが介入して説得した。コンパオレにとっては、自国のイメージを考えてこ

の直接対話を承諾した。この直接対話によって、最終的にワガドゥグ合意がなされて紛争が終わ

るのだが、紛争を本当に終了するための難点は国勢調査と DDR である。特に軍隊の再編成につい

ては、軍隊が二分してしまったので難しい。色々な人がそれぞれソロとバグボを説得するが、最

終的にケニアのように、パワーシェアリングを行い、ソロが首相に就任し、大統領選挙実施まで

のモダリティを決めて合意に達する。ところが、紛争の終結を刻印すべき大統領選挙で紛争が

再々燃した。 

今行われている AU 首脳会議で何らかの方向性が出されるだろう。ただ、長期化する可能性が

ある。そして、長期化するとバグボが有利である。ただ、国際社会からは完全に NO を突き付け

られたわけだ。今後どうなるか目が離せないが、すぐに何か変わるということではなく、ある程

度時間がかかるのではないかと思われる。 

 

 

３．終わりに 

今日は毛色の違う話を二つした。貧しいブルキナファソが今一生懸命頑張っているが、資源が

あり、石油も採れるコートジボワールは 1999 年以来ずっと不安定なのである。これはアフリカ

を考える上で、大事なことがあるのではないかと思う。 

一人の大統領が権力にしがみつく有り様をつぶさに見ていると、民主化や選挙が紛争の終わり

を刻印するものになるのだが、実は選挙がまた紛争を引き起こすというのもあって、民主主義の

問題というのは非常に深い問題だといつも思う。 

2007年 12月から 2008年のケニア、2008年 3月のジンバブエでも同じようなことが起こった。

2008 年 1 月にはガーナの選挙では開票は遅れたが、最終的には負けた方は、敗戦をアクセプト

した。アフリカでは、敗者がいかに負けを認めるかということが難しいようだといつも思う。ス

ーダンでも現在国民投票が行われて、南が独立するという風になっているが、北はおそらくアク

セプトせざるを得ないだろう。アフリカは民主主義ということが非常に叫ばれており、マッキン

ゼー等がアフリカはバラ色の未来がある等と書いているが、こういうことがいつでもどんな国で

も起こり得るのかと思うと、ポジティブに捉えるのは構わないが、マッキンゼーのような楽観主

義ではだめなのではないかと思っている。 

政治家の権力への執着というのは色々な国で起こっている。今年はニジェールや中央アフリカ、

ウガンダで選挙が行われる。現在チュニジアやエジプトで色々なことが起こっているが、もしか
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したらそうしたものが今後アフリカに飛び火する可能性があるかもしれない。今後もコートジボ

ワール並びにブルキナファソといった国をフォローしていかなければならないと思っている。 

アフリカでは、一人の政治家が非常に長く権力を保っている。最も長く権力を保っていたのは、

ガボンで、2009 年まで、42 年位である。その前はトーゴのエヤデマ前大統領であった。トーゴ

もガボンも、死んだあとは息子が大統領になっている。コンパオレは 24 年目に突入している。

こういう長さや世襲制を見ると、民主主義が本当の意味で定着しているとは言い切れないであろ

う。公正な大統領選挙をやればよいのかというと、それだけではない。色々と考えるべきことが

多い。（注：この後、3月 28 日より、ウワタラ側が大攻勢を仕掛け、両陣営の武装勢力による全

面衝突に発展した。4 月 11 日にウワタラ側が、仏軍と国連の支援を受けつつ、大統領公邸を包

囲し、バグボ夫妻の身柄を確保、拘束し、逮捕した。5 月 6 日には正式にウワタラが大統領とし

て就任した。） 

 

 

４．質疑応答 

Q1：日本企業がアフリカに投資する場合に、気をつけることは何か。 

A1：単に資源があるからというのではなく、その国の国民性等を考えて、選択・集中というの

がよいのではないかと思う。マッキンゼーの言うような国も確かにあるが、全体がそういうわけ

ではない。たとえば、カーボ・ヴェルデなどは小さな国ではあるが、投資などを考えたらよいと

思う。同じように小さな国だがレソトについては、もちろん大事な国ではあるがなかなか難しい

と思う。やはり、選択すべきなのは安定した国で、ブルキナファソのような国はまさに非常に勤

勉で、チャンスがあると思う。日本企業は、資源ばかりを見るのではなくて、資源はあまりなく

て未開発だけれども、勤勉で将来優等生になるような国を選んで入っていくことが必要だ。企業

としては、すぐに見返りがないと二の足を踏むところがあると思うが、長期的な視野に立って、

一緒に汗を流していこうという考えが大事ではないか。そういう意味では、今日話をしたブルキ

ナファソというのは、良い例だと思う。ずっとあぐらをかいてきたコートジボワールがこうなっ

たのは非常に悲しいことだが、かつてはコートジボワールにも企業がたくさん行っていたわけだ

から、なんとか問題を解決して、また戻ってきてもらいたいと思う。 

ただ、やはり人数が多いところは難しい。ボツワナのような 200万人位のところはよいが、た

とえばコンゴ民の5000万人、タンザニアの4000万人のようになると、資源の管理等が難しいし、

勤勉だといっても、部族主義等複雑な問題が関わってくる。結局は色々な国の指標を見て、企業

側がそれを精査するという時代に来ているのではないか。 

 

Q2：コートジボワールは、どうすれば今のような混乱した状態を避けることができたのだろう

か。 

A2：もちろん負けを承諾しなかったバクボ自身に問題がある。しかし、もし、というのがある

としたら、大統領選挙をもう尐し慎重に行うべきであった。早くやらなければならないという、
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国際社会からのプレッシャーが強すぎたのではないか。バグボは 2000年に大統領になっており、

本来なら彼の任期は 2005 年 10 月までだった。しかし、紛争があったことで自動的に延長になっ

ていた。バグボ自身は早めに選挙をやれば勝つだろうという予想もあったのだと思うが、国際社

会も、紛争を解決しようとしてすぐに選挙をやるということに焦点を合わせすぎてしまったので

はないか。スーダンでさえ、最初の選挙は 1年位伸ばしている。2010年 10月・11 月にやるので

はなくて、もう 1 年位準備をしてからでもよかったのかもしれない。急いで選挙を行った結果、

投票結果の開票で問題が起こってしまった。これまで、開票で大問題が起こったことはなかった。

選挙前に問題が起きたり、投票中に問題が起きたりすることは多いが、開票結果で二人大統領に

なるというのは前代未聞である。やはり今後はバグボにどのように優しい出口を用意するかだと

思う。もう一つは、国際社会はウワタラの認定をあまりにも急ぎすぎたと思う。2010 年 12 月 2

日に発表され、3 日に憲法評議会が意義を申し立てているが、3 日にはアメリカが支持してしま

っている。問題があったとすれば以上の二つであると思う。 

 

Q3：今回の選挙は、国連や選挙管理委員会等が入っていなかったのか。 

A3：色々な国から選挙監視が派遣されており、監視は沢山入っていた。しかし今回の場合は、

投票後、憲法評議会が結果を出すまで、非常に時間がかかった。選挙を若干急ぎすぎたというの

が今次紛争の原因の一つかと思う。 

 

Q4：ルワンダやそのほかのアフリカ諸国についてコメントをいただきたい。 

A4：ルワンダの場合、94 年の悲劇から立ち直り、選挙もあるが、RPF の場合は対立候補がほと

んどおらず、一種の選挙独裁者のようなところがある。他の政党を国民議会の議長にしたりして、

自らがパワーシェアリングを上手くやっている。元々はフツもツチもあまりなかったわけだから、

国民統合をうまくやって、非常に独裁的な部分も多いが、対抗馬がでないようにうまくやってい

るという気がする。ルワンダには、手工業、コーヒー、農業くらいしかないが、非常に勤勉な人

たちが多いので期待している。カガメ自身は非常に計算高い人物だと思うので、バグボよりも上

手くマネージメントしていくと思う。ブルンディの方が、今後また色々問題が起こると思う。選

挙ごとに暴動が起こるというのはなんとかしなければいけない。国ごとに事情は違うが、ジンバ

ブエ、ケニア、コートジボワール、ニジェール、ギニアは、今年選挙を行う。選挙とその結果に

ついておそらく今回のことでより注目されるのではないだろうか。 

 

Q5：日本のアフリカ援助の在り方についてお聞きしたい。たとえば 9 月の国連総会で、菅コミ

ットメントといって菅総理がミレニアム開発目標の医療と教育について、7800 億円を出すこと

を約束した。ソフトが非常に必要だというのはよくわかるが、できればインフラにも日本政府は

お金を出してほしいと思うがいかがか。 

A5：インフラ整備はもっとやるべきだと思う。2008 年に福田総理が 2012 年までにアフリカに向

けての援助を 2 倍にしなければならないと言っているが、財政赤字になって ODA自体が減ってい
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る。その中でアフリカ枠をなんとかとっているわけだが、円借款でもっと使えるようになればよ

いと思う。円借款を多く使って、大規模なインフラをやって、色々な細かい部分を無償で補てん

する。現在は円借款をやっても中国の企業が落札したりしているので、なるべく日系企業にも行

ってもらって、オールジャパンで援助を続けるべきだと思うし、新しいタイプの官民連携で、ア

フリカの水の問題や医療の問題、最低限のインフラ整備をしていくべきだと思う。 

 

 

５．ウガンダとの中継 

 

本日は、4名の女の子に来ていただいている。彼女たちがいるのは、ムバララという、首都カン

パラから車で 6 時間ほどの地方都市で、ミレニアムビレッジのオフィスがあるところだ。4 名の

うち 1名は、MPJ が支援している子で、あと 3名は、今年度の支援を選考している最中の子であ

る。 

 

■メアリーグローリア：MPJ が今年支援している。小学校の卒業試験ではディヴィジョン 1の成

績を収めた。 

（新しい学校での経験について） 

MPJ のおかげでスカラシップをもらい、ウガンダのトップ 5 のセカンダリースクールに行くこ

とができた。1 年でフランス語や英語、バレーボールやランニング等色々なことが経験できた。

将来は医者になりたい。セカンダリースクールのクラスには 30 人位の女の子がいて、カンパラ

やムバララのお金持ちの女の子ばかりだが、勉強を頑張っているのでいつも上位の成績を収めて

いる。 

 

■クレア：支援を選考中。卒業試験でルヒーラ村で 1番の成績だった。 

（将来の夢） 

私は将来弁護士になりたい。私たちの村に弁護士はひとりもいないので、最初の弁護士になり

たい。隣に住んでいる家族のご主人が奥さんと喧嘩をして、奥さんに火傷をさせてしまった。し

かしルヒーラには弁護士がいないので、結局それが解決されないでそのままになってしまった。

これから弁護士になって、自分の村の中で絶対にこういうことにならないように頑張りたい。 

 

■クリスティーヌ：支援を選考中。小学校の卒業試験でディヴィジョン１をとった。 

（将来の夢） 

将来は看護婦さんになりたい。ルヒーラの村の中で家族やコミュニティや友達を助けるように

なりたいからである。先日マラリアにかかり、近くのヘルスセンターまで薬をとりにいったとき

に出会った看護婦さんはとても優しくて頭もいい人で、大学を卒業した方だったので、私も看護

婦さんになりたいと思った。 
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（なぜ女の子の教育が大切か） 

男の子は金持ちになると自分の村を出て行ってカンパラやロンドン等に出て行ってしまうが、

女の子はちゃんと戻ってきて、家族を助けることが大切だと分かっているからである。私も看護

婦さんになって自分の村に戻って自分の村を開発するのが大切だと信じている。 

（ルヒーラの外のセカンダリースクールに行きたい理由） 

ウガンダ中からの友達を作れることがとても楽しみだ。たとえばセカンダリースクールを卒業

して、カンパラやムバララで就職活動をするとしたら、就職活動やそのほかのことが簡単になる

からそれもとても便利だと思っている。また、ルヒーラではあまりスポーツをする機会がないの

で、他の学校に行ってバレーボールやバスケットボールや色々なことをできるのを楽しみにして

いる。 

 

■フロッシー：支援を選考中。 

（学校にいくのが好きな理由） 

ルヒーラの中では、女の子は 13 歳、14 歳になると無理矢理結婚させられることが多い。セカ

ンダリースクールに行くお金がないし、両親は教育の大切さがわかっていないからである。ジャ

スティンという友達はとても頭のいい女の子なのに、お金もないし、両親もあまり分かっていな

いので無理矢理結婚させられてとても悲しい。だから私は、セカンダリースクールにいって勉強

したい。 

（小学校での役割） 

小学校ではディベートクラブの議長だった。他の女の子が英語を話すのを手伝ったり、教えて

あげたり、他の生徒たちにモラルをもつことを教えてあげたりしていた。ディベートクラブでは、

ヨーロッパ人が植民地時代にアフリカに対して行っていたことが良いことだったのか否かとい

うようなことも話し合っていた。 

（将来の夢） 

医者になりたい。先日、マラリアにかかって近くのヘルスセンターにいったところ、とても優

しいお医者さんに治療してもらったので、私もこうなりたいと思った。 

（なぜ家族を助けることが大切だと思うか。） 

ルヒーラでは普通のことだが、お父さんには奥さんが 3 人いて、子どもが 30 人以上いる。10

年前にお父さんは家を出て行って、それ以来一回も会っていない。お母さんは一人で苦労して子

どもを 10 人育てたので、私は医者になって自分の村で働いて、お母さんを助けることが大切だ

と思っている。男の子はやはり金持ちになると家を出ていくが、女の子はちゃんと家に戻ってき

て家族を助けることが大切だと分かっている。 

（尊敬している人） 

今年 2月にウガンダで大統領選挙があるが、その候補者の中に一人だけ女性がいる。いつかそ

ういう人になりたい。 
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以上 

 


