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は、現在は米国、ドイツ、英国に続き、4

会議でコメ生産倍増計画

位となっている（図表 4）。
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及や農作業の機械化に向
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フリカでは、せっかく収穫した果物や野

率化」
「②質の高いインフラの制度構築」
「③都市問題の解決」の 3 つを挙げる。

①農業の効率化

ベンチャー企業 WASSHA は、アフリカの未電化地域の人々に向け、
手軽で入手しやすく安全な電気を届ける 写真提供：WASSHA
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優れたイチゴを生産しているが、フラン

ているのだ。

農業の効率化は、産業の多角化にも

スやモロッコとの競合にさらされ、さら

2019 年 5 月にアフリカ大陸自由貿易
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アフリカは多くの食料を自給できておら

ピアやケニアは花の輸出に力を入れて

Free Trade Area）設立協定が発効した

ず、輸入に依存している。その状況を抜

おり、ここにも日本企業が貢献できる余

が、電力の安定供給や道路、鉄道の建

け出さない限り、食料物価は高止まりし、

地がありそうだ。

設が進まなければ、域内貿易は低水準

農業から他産業へのシフトも進まない。
雇用の受け皿としても農業振興は重要

②質の高いインフラの制度構築
食料を十分に買えず、栄養不良に苦し

な課題であり、地域の自立化・安定化
に資する分野と位置付けられる。
日本は 2008 年の第 4 回アフリカ開発

のままだろう（図表 5）。AfCFTAを実効
性のあるものにするためにも、インフラ
整備に向けた協力が求められている。

む人が何百万人もいる一方で、食品ロ

アフリカでのインフラ整備をめぐって

スの 問 題もある。冷 蔵 設 備 が 少 なく、

は、海外諸国との競争が激化している。
特に中 国 が 先 行してお
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世界の対アフリカ援助額と直接投資額の推移

図表 5 アフリカ全体の域内・域外貿易
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TICAD（アフリカ開発会議）の特徴

1

先駆性

冷戦終結後、アフリカ支援に
対する先進国の関心が低下す
る中で、日本はアフリカの重要
性を論じた。その実行の証が
TICADだった。現在でこそ，米
国や中国など各国とアフリカと
の間で様々なフォーラムが存
在するが、アフリカ開発に関す
るフォーラムとして日本が立ち
上げたTICADは先駆的存在と
いえる。

2

包摂性、オープンさ

アフリカ諸国のみならず、開発
に携わる国際機関、パートナー
諸国、アジア諸国、民間企業、
市民社会も参加する幅広い枠
組み。国際社会が知恵と努力
を結集し，真にアフリカの開発
にとって実のある議論を行って
きた。TICAD7でも各国からの
参加者を得て、アフリカを語る
場を国際社会に提供する。多
彩な内容のサイドイベントも予
定している。

3

アフリカの
オーナーシップの尊重

アフリカ開発におけるアフリカ諸
国の「オーナーシップ（自助 努
力）」と国際社会による「パート
ナーシップ」の重要性を提唱して
きた。この開発哲学は国際社会
に共有され、アフリカ諸国にも浸
透している。TICAD7でも引き続
き、この開発哲学の下、アフリカ
自身が目標に掲げる開発アジェ
ンダ 2063および地 球 規 模 課 題
の解決に向けた持続可能な開発
目標（SDGs）を後押しする。

4

着実なフォローアップ

表明された日本や他の参加者
の取り組みについて、その実施
状況を閣僚級会合で確認する
など、フォローアップのシステム
を構築している。TICADを通じ
た日本の着実な支援は、アフ
リカ各国によって高く評価され
てきている。

ジを提供できるだろう。民間単独での事

ける健全で持続可能な都市開発の推進

本企業のアフリカ進出を阻んでいる要

業実施が難しい分野では官民連携の可

に生かせるはずだ。

因が、アフリカに対する知見不足とそれ

能性も検討したい。いずれにしても一方

「プラスチックごみの処理は、解決す

に伴う不安感だとすれば、まずはその実

通行のアプローチではなく、相手国に喜

べき問題の一つ。まずは分別やリサイク

情を正しく知ることが重要だ。TICAD

ばれるインフラをともにつくり上げてい

ルの方法を確立し、単に埋め立てるだけ

は、アフリカの 今 に触れる良い機会

く意識が重要だ。

の現状を変えていかなければならない。

になるだろう。

③都市問題の解決
一部のアフリカ諸国では、急速かつ無
秩序な形で都市化が進展している。そ
れに伴い浮上しているのが、犯罪、環境、

エチオピアには、焼却発電を行えるごみ

アフリカ進出では後発に当たる日本企

処理場がある。こうした分野でも日本企

業にとって、アフリカ進出のノウハウを

業には可能性が広がっている」
（荒木氏）

自前で用 意する時 間 的 猶 予はないは

日本企業の決意を示す試金石に

ずだ。現に、アフリカに進出している日
本企業の多くは、現地や第三国のパート

公害などの複合的な都市問題だ。日本

アフリカは依然として多くの課題を抱

ナーとの連携によって事業展開を加速し

もまた、高度経済成長期に同じような道

えているが、国によって状況は様々で、

ている。その点、アフリカ諸国はもちろ

をたどってきた。環境問題や公害問題を

決してひとくくりにすることはできない。

ん、国際機関やパートナー諸国、民間企

克服してきた経験は、アフリカ諸国にお

例えば、内戦のイメージが根強いルワン

業、市民社会も参加する包摂的でオー

ダは、2017 年に発表さ

プンな枠組みであるTICAD は、第三国

れた世界銀行報告書に

や現地企業との連携の可能性を探る好

おいて「過去 15 年間で

機とも位置付けられる。

ヤマハ発動機は浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」をアフリカに導入し、
安全できれいな水を提供する 写真提供：ヤマハ発動機

最も多くのビジネス改

TICAD7 はアフリカ企業からの関心

善を実施した国」と評価

も高く、多くのビジネス関係者の訪日が

さ れ て い る。エ チ オ ピ

予定されているという。この機運を逸し

ア・エリトリア間の戦争

てはならないという危機感を抱く関係者

が正式に終結するなど、

も少なくない。今回の TICAD は、日本

アフリカ自身による平和

企業がアフリカ開発における真のパート

と安定に向けたポジティ

ナーになれるか問われる試金石となるだ

ブな動きも見られる。日

ろう。

