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ボツワナ共和国 

 

【国名】  

●先住民の大多数を占めるツワナ族に由来

し「ツワナ族の国」の意味。  

 

【国旗】  

●青は空と水を表す。白と黒の

線は人種の融合と国章のシマ

ウマを表している。  

●ツワナ語で雨を意味する「プラ」は、ボツ

ワナの貨幣単位となっている。乾燥気候で

降雨量が少ないボツワナにとって水は非

常に貴重。  

 

 

 

 

ボツワナ国旗 



 

 

 

2 

 

【国土】  

●面積は日本の約 1.5 倍（約 56.7 万㎢）。人

口は約 235 万人。首都はハボローネ。 

         

             

 

 

 

 

【国立公園】  

●ボツワナにはオカバンゴ湿地帯、チョベ国

立公園を始めとするゲーム・リザーブが複

数存在し、それぞれのサファリでは様々な

動植物を見ることができ、観光スポットと

して人気。特にゾウの生息数は世界一と言

われ、日本人観光客が、主に南部アフリカ

を回るツアーで年間約 5,000 人が訪問し

ている。 
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●とりわけオカバンゴ湿地帯は、世界最大の

内陸デルタとし 2014 年にユネスコの世界

自然遺産に登録されたほか、湿地帯特有の

動物や鳥類を多数見ることができるため、

外国人観光客の人気も高い。  

●マカディカディパン国立公園には世界最

大の塩湖があり、乾期に広がる真っ白な湖

底は幻想的で大変人気がある。 

●ボツワナのサファリは、基本的に宿泊代・

食事代・サファリ代等が含まれる高級路線

だが、観光客の満足度は非常に高い。  

●2016 年及び 2017 年、英国王室のヘンリー

王子とメーガン妃がボツワナのサファリ

を訪れ、仲を深めたことが話題となった。

また、婚約指輪の宝石はボツワナで採掘さ

れたものである。  

 

【豊かな鉱物資源】  

●ボツワナのダイヤモンドは高品質で知ら
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れ、2021年時点で産出量は2,269万カラッ

トで世界第２位。2019 年には、世界歴史上

２番目に大きなダイヤモンド（1,758 カ

ラット）の原石がボツワナのカロウェ鉱山

にて発見された。日本は、米、中、インド

に次ぐ第４位のダイヤモンド小売市場と

なっており、業界は日本の市場に高い関心

を有している。また、金・銀・銅・ニッケ

ルやコバルトなど多くの種類の鉱物も産

出。  

 

【アフリカ初の地デジ日本方式導入国】  

●ボツワナ政府は、様々なコンテンツを送信

可能なデータ放送や災害時の緊急警報機

能を高く評価し、日本方式（ISDB-T 方式）

の地上デジタルテレビ放送をアフリカ大

陸で初めて採用。  
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●マシシ大統領は、公共政策大臣当時に地デ

ジ日本式の導入の功績

により、2016 年に我が国

から旭日大綬章を受け

た。  

 

●地上デジタルテレビ放送を普及させるた

め、我が国は、研修、専門家の派遣の協力

を行っている。また、日本のメーカーが製

造した受信機（セット・トップ・ボックス）

が使われている。 

 

【オリンピック・パラリンピックとボツワナ】  

●ボツワナでは、陸上の中距離競技が盛んで、

2012 年に行われたロンドン・オリンピッ

クにおいて、ボツワナのナイジェル・アモ

ス選手（当時 18 歳）が男子 800ｍで銀メ

ダルを獲得し、ボツワナ史上初のオリン

ピック・メダリストとなった。2020 年東京
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オリンピックにもボツワナは代表団を送

り、男子４×400 メートルリレーでアフリ

カ記録を更新し、銅メダルを獲得した。  

●パラリンピックでは、2004 年のアテネパ

ラリンピックにボツワナから唯一参加し

たツォトレゴ・モラマ選手が女子 400ｍで

金メダルを獲得、また 55 秒 99 で世界記録

を更新。  

●日本の官民連携によるスポーツ国際貢献

事業であるスポーツ・フォー・トゥモロー

を通じて筑波大学つくば国際スポーツア

カデミーに留学したハメ・モティビ氏は、

国際女性スポーツワーキンググループの

アフリカ代表に就任し、また、ボツワナ・

オリンピック委員会の委員としてスポー

ツ交流を促進しスポーツ文化の醸成に貢

献している。 
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【スポーツ交流① 空手】  

●ボツワナでは空手

は高い人気を集め

ており、約 15,000

人の競技人口がい

るといわれている。

空手普及のため、ボツワナ空手協会が熱心

に活動しており、日本からは、2009 年に草

の根文化無償で、ボツワナ空手協会に対し、

空手道場建設計画に約８万７千米ドルを

供与。2018 年には同道場の拡張計画に約

８万５千米ドルを供与。同空手協会は、

2012 年８月に外務大臣表彰を受賞した。  

●2015 年 12 月に黄川田外務大臣政務官（当

時）がボツワナ訪問時に、草の根文化無償

で建設された空手道場を訪問し、ボツワナ

空手協会による空手デモンストレーショ

ンを視察した。  
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【スポーツ交流② 柔道】  

●ボツワナ柔道協会に所属する柔道人口は

約 200 人で、男女を問わず小さい頃から柔

道着を着用して練習に通う子供達を見か

ける。日本政府はボツワナ柔道連盟に対し、

草の根文化無償にて柔道着及び柔道マッ

トを供与し、また JICA 青年海外協力隊員

を派遣した。 

●2013 年、柔道専門の JICA 青年海外協力隊

員・井坪圭佑氏が着任したが、南アフリカ・

ケープタウンで不慮の事故で逝去（享年

23 歳）。同氏が柔道を教えていたギャヴィ

ン・モホパ選手は、2016 年リオ・オリン

ピックにボツワナ人柔道選手として初め

てオリンピックに参加した。 

 ●2017 年、草の根文化無償「柔道道場建設
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計画」により建設さ

れた柔道道場が完

成し、引渡式にはリ

オ・オリンピック柔

道金メダリストで

ある田知本遥氏が出席。 

 

【スポーツ交流③ ソフトボール】  

●ボツワナではソフトボールが男女ともに

盛ん。2018 年８月に千葉県で開催された

第 16 回 WBSC 世界女子ソフトボール選手

権大会にアフリカ予選を勝ち抜いたボツ

ワナが出場。そのボツワナ代表チームの打

撃担当アシスタントコーチとして帯同し

たのが、青年海外協力隊員のソフトボール

隊員としてボツワナに派遣された日本人

であった。結果は残念ながら７戦全てコー

ルド負けであった。  

●2018 年、草の根文化無償「ソフトボール球
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技場及び機材整備計画」によって、日本政

府はボツワナソフトボール協会を支援し

ている。  

●JICA の開発途上国におけるスポーツ分野

の支援を目的とした大学連携ボランティ

ア・プロジェクトとして、中京大学から

2017 年６月〜2020 年５月の３年間で学生

15 名〜20 名程度と教員１名を毎年１回１

カ月間程度（２月〜３月頃）ボツワナソフ

トボール連盟に派遣している。  

 

 

【人物・文化交流】  

●2021 年は、日・ボ

ツワナ外交関係

樹立 55 周年を

祝った。コロナ禍

であったため、制

限を設けつつも、年間を通じて写真展や記
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念レセプション等イベントを行い両国の

友好を深めた。 

●2022 年 6 月までに、日本政府が支援する

国費留学生制度によりボツワナ人留学生

41 名が秋田大学、東北大学、広島大学、早

稲田大学、上智大学、大阪大学、京都大学、

九州大学等に送り出された。 

●この他に、2013 年の TICAD V で安倍総理

が表明した「アフリカの若者のための産業

人材育成イニシアティブ（ABE イニシア

ティブ）」及び「資源の絆」プロジェクト

により、これまでに 10 名が日本の大学に

送り出された。  

●大学間協定としては、ボツワナ大学等と秋

田大学、立命館アジア太平洋大学との間で、

学術協力に関する協定を締結しているほ

か、ボツワナ大学と秋田大学との間で短期

交換留学制度を設けている。また、2017 年

には、秋田大学がボツワナ国際科学技術大
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学に事務所を開設し、国際資源学部の学生

は海外実習の一環でボツワナに鉱山実習

や資源関係企業でのインターンシップを

実施するために定期的にボツワナを訪問

している。 

●横浜市都筑区は 2008 年の第４回 TICAD の

関連事業である「一校一国運動」でボツワ

ナについて学んだことを契機として、これ

まで交流を深めている。2014 年から毎年

「都筑・ボツワナ共和国交流児童画展」を

開催し、横浜市茅ヶ崎小学校及びハボロネ

のベン・テマ小学校の児童画を相互に展示

している。 

 

【映画になった初代大統領】  

●2016 年、セレツェ・カーマ初代ボツワナ大

統領と同英国人夫人を題材にした英国映

画「A United Kingdom」が公開された。  

●カーマ初代大統領は、バングワト族の後継
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者として生まれ、南アフリカの大学を卒業

し、オックスフォード大学に留学。1947 年

にロンドンのロイズ銀行に勤務していた

夫人と出会い、結婚。当時は、白人女性と

黒人男性の結婚には社会的に抵抗があり、

特にアパルトヘイト時代の南アフリカは、

この結婚に強く反対、また英国はカーマ初

代大統領が後継者としての地位を放棄す

るまでボツワナへの帰国を認めないとし

ていたことが映画で描かれている。 

 

（了） 


