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謝辞
タ ン ザ ニ ア 研 修 代 表 	
  東 京 大 学 教 養 学 部 4 年 松 嶋 徹 郎
	
  はじめに、本報告書を手に取っていただき、ありがとうございます。この報告書は団員
達がこの半年ほど準備を重ね、二週間の現地滞在を通じて得た経験の結晶です。最後まで
目を通して頂けましたら幸いです。
	
  今回タンザニアへの研修活動を学生団体として企画するにあたり、多くの困難が生じま
した。安全情報や移動手段、衛生状態や宿泊場所についての情報不足は、学生団体として
取ることの出来る責任の限界を露呈させます。このような状況の中で研修のロジを作って
くださった HIS 様と現地の提携旅行代理店様、現地での案内を担当してくれたガイドとド
ライバー、そしてその他現地の情報を提供してくださった皆様に、心より御礼申し上げま
す。
	
  また、この研修を支援して頂いた東京大国際部国際交流課、三菱UFJ国際財団の皆様に
も、厚く御礼申し上げます。学生の滞在費用のサポート、そして過去の研修で共に学生会
議開催したルワンダ人学生を3名タンザニアへ招待するという試みは、ご支援なしには達成
することができないものでした。	
 
	
  そして、日本での事前研修を快く引き受けてくださった講師と企業の方々、そして現地
で温かく迎えてくださり、団員の拙い質問や意見にも真摯に対応してくださった訪問諸機
関の方々のお陰で、団員達は知識を深めるだけでなく大きな感銘を受け、将来についての
示唆も多く頂きました。誠にありがとうございます。
	
  最後に本研修事業が、様々な困難に直面する中でも、実現に向けて学生の力が及ばない
部分において多くのご支援を頂きました、MPJ の鈴木りえこ理事長、顧問の遠藤貢教授、
MPJ 事務所のスタッフの方々に、深く御礼を申し上げます。そして、これまで過去 2 回の
アフリカ研修事業を成功させ、現在までの道筋と団体の礎を築いてくださった先輩方にも
感謝致します。
	
  今後の日本の発展を考える上でもアフリカ、特に政情が安定し、協調性に富む国民性を
有するタンザニアを除くことはできません。多くの方々に支えて頂きつつ、現在そして将
来に対してかけがえのない経験を得ることが出来ましたことを、私個人としましても誠に
幸せに存じます。
	
  また、この書は報告書と題しますが、この書を以て研修が完了するわけではありません。
この研修を通じて得た経験や感想をもとに、各団員が他のメンバーや家族、知り合いにタ
ンザニアについての情報を提供する還元活動と、かつ団員自身が感じた課題や疑問を実生
活の中で解消し、理解を深めるという探求活動が残っております。
	
  この報告書が研修の一つの区切りとなりますが、各団員の今後の成長そして今回ご支援
を頂きました多くの皆様の更なるご活躍を祈り、ご挨拶とさせて頂きます。
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研修概要	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  文責：松嶋
【企画背景】
	
  MPJ ユースは普段の勉強会やイベント開催を通じて、アフリカの開発や貧困、経済や文
化について学び、伝えるという活動を実践してきた。しかし、メディアや資料を基にした
勉学や日本国内での情報発信活動は、机上のアフリカを学び、イメージ上のアフリカを伝
えるに留まってしまう限界がある。そのため、メンバーが実際にアフリカに渡航するとい
う経験は個人としても団体としても不可欠だと考えている。
	
  ただし、個人での渡航となると、個人資格でアクセスが可能となる地域や人脈が限られ、
また危機管理も個人で行なわなくてはならないなど課題が多く、一方でツアーなどの企画
への参加では本当に目的とする経験をするための自由度が低下する可能性がある。
	
  そのため、団体としてアフリカに実際に渡航する企画を立て、現地で日本企業や政府機
関、国連機関や学生などと双方的交流を行なうことでアフリカを自身で見て学び理解し、
さらにアフリカ／日本間の人脈ネットワークを形成することで今後の活動により幅を持た
せることを目的とする研修事業を開始した。
	
  2010 年の研修始動後、2011 年にはルワンダ、2012 年はガーナへ渡航し、本年はタンザ
ニアへの渡航を実施した。
【企画骨子】
時期：渡航は 2 月 20 日〜3 月 7 日。事前研修はその半年程前から順次開始した。
人数：予算の関係上、12 名での渡航となった。
企画骨子：企画は三つのフェーズに分けることができ、流れは以下の図の通りである。

事前研
修	
 

勉強会	
 

英語研修	
 

渡航	
 

訪問機関	
 

学生会議	
 

帰国後	
 

報告書
報告会	
 

還元活動	
 

個人研
究	
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企画内容：
フェーズ１：事前研修（2012 年 10 月〜2013 年 2 月）
①	
  勉強会：タンザニアについて、教育／資源などの特定の分野、訪問機関、学生会議準備、
日本文化紹介のための準備など、様々な題材で団体内、または外部講師をお呼びし、勉
強会を行ってきた。
②	
  英語研修：以前の研修の反省として、英語でのコミュニケーション力不足により、学生
会議や訪問機関において十分に情報をやりとりすることができなかったという点が挙
がっていたため、主にディスカッション形式で英語を用いて議論する能力の強化を図っ
た。
フェーズ２：渡航（2013 年 2 月〜3 月）
①	
  訪問機関：日系企業、タンザニア／日本の政府機関、国連機関、NGO を訪問する。ビ
ジネス、行政、国際協力、社会問題解決などの最前線に立つ方々からお話を伺い、見識
を広めると同時に、将来の職業等への示唆も得る。
②	
  学生会議：タンザニアのダルエスサラーム大学 12 名、そして以前に訪問したルワンダ
国立大学の学生 3 名と共に、国際会議を行なう。分科会に分かれた上で、三国の経験を
持ち寄ってそれぞれの課題や発展について意見を交わす。また、文化交流などを通じて
親交を深め、以後も続く深い協力関係を構築する。
フェーズ３：帰国後（2013 年 3 月〜）
①	
  報告書／報告会：研修内容をまとめた報告書を作成し、報告会を団体内外に向けて開催
することで、研修の経験を共有する。
②	
  還元活動：研修メンバーは今後、勉強会やイベント開催などにて積極的に本研修での経
験を他メンバーに共有する。また、来年度の研修企画のサポートを行なうことで、研修
事業の更なる発展に寄与する。
個人研究（全てのフェーズに関わる）
	
  研修メンバーは各自、研修に臨む際に集中的に取り組む課題を見付け、研究することと
した。内容は各個人の興味関心に基づき、灌漑事業や BOP ビジネスなど多岐にわたる。事
前研修においてテーマを絞り込み、下調べをした上で渡航中に聞き込みなどを通してデー
タ収集などを行い、帰国後の報告書用に各自レポートを作成した。
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研修会計

＜資金調達＞
自己資金

2,511,068

東京大学国際交流活動奨励費

1,309,900

三菱 UFJ 国際財団助成
合計

備考

300,000
4,120,968

＜資金支出＞
旅費
人件費
器具・設備費

3,932,160
124,748 ルワンダ学生の交通費
11,375

会議費

3,600

資料費

10,000

印刷・製本費

10,000

雑費

29,085

合計

4,120,968

以上
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参加メンバー一覧
名前

学年

所属

松嶋徹郎

卒

金子明

卒

大小田紗和子

卒

味志優

４年

小林祐介

３年

東京大学経済学部経済学科

原科彩

３年

津田塾大学国際関係学科

野町美帆

３年

野田俊貴

学生会

個人

議班

感想

東京大学教養学部

教育

総合社会科学科国際関係論分科

（班長）

東京大学教養学部

ビジネス

総合社会科学科国際関係論分科

（班長）

中央大学総合政策学部

ビジネス P７９

東京大学教養学部

援助

総合社会科学科国際関係論分科

（班長）

個人研究

P７５
P７７

P９７

P８１

P１０８

P８３

P１１９

援助

P８４

P１３０

慶応義塾大学法学部政治学科

農業

P８６

ｐ１４０

３年

専修大学経済学部国際経済学科

農業

P８８

P１５０

村上真理恵

２年

東京大学教養学部文科２類

援助

P９０

P１６０

福谷佳苗

２年

東京大学教養学部文科３類

教育

P９２

P１７０

土屋清潔

２年

東京大学教養学部理科２類

ビジネス P９４

P１８０

上まどか

２年

教育

P１９１

東京外語大学国際社会学部
国際社会学科

農業
（班長）

P９６

事前研修日程
日程
2012 年

内容
10 月 28 日 タンザニアの教育
11 月 2 日 環境と開発
11 月 16 日 タンザニアの農業
12 月 2 日 日本文化

場所
駒場キャンパスコミュニケーションプラザ
本郷キャンパスディスカッションルーム２
本郷キャンパスディスカッションルーム２
駒場キャンパス８号館

12 月 20 日 鉱物資源と鉱業（講習会）	
  本郷キャンパスディスカッションルーム１
2013 年

12 月 22 日 英語研修

駒場キャンパスコミュニケーションプラザ

1 月 10 日 英語研修

駒場キャンパスコミュニケーションプラザ

1 月 20 日 英語研修

市ヶ谷 JICA 地球広場

1 月 27 日 コーヒーのフェアトレード

駒場キャンパスコミュニケーションプラザ

2 月 2 日 英語研修

駒場キャンパスコミュニケーションプラザ

2 月 10 日 部族と政治

駒場キャンパスコミュニケーションプラザ

2 月 19 日 住友化学（訪問）

住友化学本社
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内部勉強会１『環境と開発』	
  	
  	
 
2012 年 11 月２日	
  本郷キャンパス	
  担当	
  小林 祐介
【内容】
	
  UNESCO の世界自然遺産に登録されているタンザニア・セルー動物保護区内でウランが
発見され、
“Mikuju River Project”として開発計画が公表された。これを受けてタンザニア
政府はユネスコに対し開発対象地域を世界遺産として保護される区域から外すようにロビ
ー活動が行い、2012 年６月 UNESCO の委員会は世界遺産の境界変更を認めた。
	
  セルー動物保護区はダルエスサラームの南西に位置し、象やキリンなど大型動物が大規
模な群れを作るなど貴重な生態系を保持する。同地区は世界遺産にも指定されて、タンザ
ニア観光の大きな魅力の一つになっている。タンザニアにとって観光業は金輸出に次ぐ第
２の外貨取得源であり、GDP の約 17％を占めている。
	
  一方で、ウランの国際価格は今後上昇していくと考えられ、ウラン開発による収益は大
きい。タンザニア政府の発表ではオーストラリアとカナダの企業が開発を行う予定である
が、ウラン開発の収益はロイヤルティとして一部
国庫にも加わる。
以上のような文脈の上で、ウラン開発の便益と
観光業への悪影響とのトレードオフから、この
“Mikuju River Project”がタンザニアの経済に与
えるインパクトを政府試算などから概算し、純現
在価値 NPV ＝ ∑ (n,ｔ =0) （ B ｔ ー C ｔ ） /（ １
＋ ｒ ） ｔ を用いて便益費用分析を行った。
【結果】
	
  動物保護区の入場料約 3000 円と年間の来訪者数を用いて動物保護区が一年で生み出す価
値とウラン開発による収益支出を比較すると、便益の方がより大きいという結論に至った。
	
  しかしながら、動物保護区の価値を入場料で測れるかどうかは疑問を残すところであり、
開発をする上で環境という資産をそのように評価するか考えさせられた。他の環境財に対
する価値評価の手法として環境経済学では旅行費用法や家賃法なども用いられるが、いず
れにせよ環境を金銭価値で表現することの難しさを実感した。
ディスカッションでは環境と調和を計りながら経済開発を進める意義が強調された。経
済開発を進めることは多くの場合、環境財とのトレードオフの関係にある。従って、環境
影響評価なしに開発を進めることはあってはならないし、金銭価値で評価し難い事柄も
様々の手法を用いて誰もが納得するような価値を設定することが事業を行うか否かを判断
する際に重要である。タンザニアの資源開発はウランの他に天然ガスなどこれから始まる
ものも多く、環境と開発との関係を考えることはタンザニアの将来にとって必要不可欠で
ある。
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内部勉強会２『部族と政治』
2013 年２月 10 日	
  駒場キャンパス	
  担当：金子 明
Ø

タンザニアの歴史（植民地支配～独立）

1881 年	
  ドイツ領植民地東アフリカ成立
1920 年	
  英国委任統治領タンガニーカ地域成立
1961 年	
  独立（ニエレレ首相）
1962 年	
  共和制移行（ニエレレ大統領）
1964 年	
  タンガニーカ・ザンジバル合邦、タンザニア連合共和国成立
Ø

タンザニアの歴史（独立後）

→独立以降、タンガニーカ・アフリカ人民族同盟（TANU:Tanganyika African National
Union）を前身とするタンザニア革命党（CCM）が継続して政権与党として大統領を輩出
している。
1964 年～85 年	
  初代大統領	
  ジュリウス・カンバラゲ・ニエレレ
・ウジャマー社会主義	
  ・部族主義の排除	
  ・1967 年	
  東アフリカ共同体結成
1985 年～95 年	
  第二代大統領	
  アリ・ハッサン・ムウィニ
・ウジャマー社会主義修正	
  ・1992 年	
  複数政党制導入
1995 年～2005 年	
  第三代大統領	
  ベンジャミン・ウィリアム・ムカパ
・経済自由化、外国投資促進	
  ・民営化	
  ・2001 年	
  東アフリカ共同体復活
2005 年～現在	
  第四代大統領	
  ジャカヤ・ムリショ・キクウェテ
・水・エネルギー・鉱物資源大臣、外務・国際協力大臣を経て 2005 年に大統領就任
・2006 年	
  ブルンジ内戦和平合意仲介
Ø

タンザニアの民族構成
バントゥー語族が国民の 9 割であり、非バントゥー語族系としてはナイロート語族のマ

サイ(6 万人)、ダトーガ（3 万人）、ケニアからの移住民ルオ（8 万人）が主要な部族である。
全人口が約 4500 万人であるのに対し、部族数は 120 を超える。したがって支配的部族が存
在しないのが、タンザニアの民族構成の特徴である。初代大統領であえるニエレレも内陸
部の少数民族の出身である。
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Ø

タンザニアの民族と政治
タンザニアの諸部族の形成は、イギリス植民地時代に始まる。1920 年にイギリス領植民

地「タンガニーカ地域」成立が成立すると、1923 年の原住民統治機関令によって、行政官・
首長・村長は秩序を維持し犯罪を防止するために条例や規則を出す権限を付与された。こ
れによって、村・社会・拡大家族を部族単位に組織し、「かれら自身の土着制度を通して統
治」する間接統治が確立されることとなった。
この植民地支配に対して、タンガニーカ民族主義が 1920~30 年代にその萌芽を見る。同
年代に多様なアフリカ人組織が誕生したが、その中で、現在の与党であるタンザニア革命
党（CCM）の最初である、アフリカ人協会（AA: African Association）が 1929 年に創設
された。AA は、超部族的統一の精神、アフリカ人の民族的統一の追求を掲げたことから、
初期民族主義的組織であると考えられている。1930 年代には、各地方都市に AA の支部が
設立され、その活動はタンガニーカ全域に拡大していった。そして第二次世界大戦期には、
組織を大衆的団体へと変化させ、地域問題でアフリカ人の意見を代表し、アフリカ人の統
一とタンガニーカの identity を強調、さらにこの頃には将来の独立について関心を高めて
いった。
第二次大戦が終戦すると、タンガニーカは 1946 年 12 月に国連信託統治領となった。AA
は 1948 年 8 月に、ザンジバルの AA 支部が AA から離脱したことによって、タンガニーカ・
アフリカ人協会（TAA： Tanganyika African Association）へ移行した。そしてタンザニ
アの初代大統領となるジュリアス・カンバラゲ・ニエレレが 1953 年 TAA 委員長に就任し
た。そして翌年 TAA はタンガニーカ・アフリカ人民族同盟（TANU:Tanganyika African
National Union）に発展し、1961 年ニエレレが首相に就任してイギリスより独立、1962
年に共和制へ移行、1964 年にタンガニーカとザンジバルが合邦し、現在のタンザニア連合
共和国が成立した。
	
  以上の歴史が示すように、タンザニアにおいては 1929 年に創設された AA の時代から、
パン・アフリカニズムへの接近、そして超部族的な民族主義が唱えられており、現在のタ
ンザニアの政治的安定は AA の時代に形成されたタンガニーカ民族主義にその理由を見つ
けることが出来ると考えられる。このように、タンガニーカに出現した政治的民族主義が
非部族的形態をとった理由としては、人口の拡散、スワヒリ語の統一的役割、反植民地主
義の存在、支配的部族の不在、植民地時代の部族組織に対する抑圧、などが考えられる。
	
  今回実際にタンザニアを訪問し、多くのタンザニア人の方々に部族と政治の関係につい
て質問する機会を得たが、自分の所属部族のアイデンティティは各人が持ってはいるもの
の、タンザニア人という分類の前においては、部族が優位性を持たないという旨の回答が
大半を占めた。歴史の教科書等で学ぶタンザニアの政治的安定性は、実際に国民全体に浸
透し、実践されているということを実感出来た。
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事前勉強会『コーヒーのフェアトレード』
2013 年 1 月 27 日	
  駒場キャンパス	
  担当	
  野町美帆	
  野田俊貴	
  小林祐介
本勉強会は 3 人で分担して行い、それぞれ野田がコーヒー市場の実情、野町がフェアト
レードの基礎情報と長所、小林がフェアトレードの問題点と解決策を担当した。
【内容】
コーヒーは先物価格で取引されるため価格変動が非常に
激しい農作物である。世界のコーヒー輸出の 3 割を占めるブ
ラジルの気候の変動が投機家の行動につながる。この①基準
価格が先物価格であり、投機家の動向に左右されること②価
格の変動要因が国外（ブラジル）にあることが、タンザニア
におけるコーヒーの価格形成の不公平さにつながっている。
この不公平さを解消する方法の一つがフェアトレードである。フェアトレードは、
「対話、
透明性、敬意を基盤とし、より公平な条件下で国際貿易を行うことを目指す貿易パートナ
ーシップ」である。「特に『南』の弱い立場の生産者や労働者に対し、より良い貿易条件を
提供し、かつ彼らの権利を守ることによりフェアトレードは持続可能な発展に貢献する」
とあり、具体的には生産者に対し、フェアトレード最低価格を保証すること、そしてフェ
アトレードプレミアムを与えることで持続可能な生産を可能にしている。最低価格を保証
することでコーヒー生産農家の収入を保証し、プレミアムは水、教育、インフラ、保険な
ど生産者が望む社会開発プロジェクトを実行するのに使われる。フェアトレードは生産者
にとってメリットとなるだけではない。フェアトレードの基準に品質の基準を設けること
で消費者の求める高品質コーヒーの供給を可能にし、環境的基準があるため環境に優しい
生産も行うことが出来る。世界のフェアトレード認証製品の市場規模及び生産者の数は毎
年着実に増加している。日本はイギリスやアメリカなどに比べるとフェアトレード市場規
模が非常に小さく「フェアトレード途上国」と表現されるほどであるが、国内の市場規模
も着実に増加している。特にコーヒーの販売量増加は目覚ましいものである。以上がフェ
アトレードの長所である。
一方でフェアトレードには問題点も複数存在する。第一にフェアトレードコーヒーの市
場競争率の低さが挙げられる。生産者への支払いが多いために、どうしても一般の商品よ
りも高くなってしまう。この点に関してはフェアトレード/フェアトレード認証商品の認知
度を上げて商品差別化を図ることが求められる。日本では未だその認知度が低く、半数程
度の消費者には知られていないため、認知度の向上がまず求められる。	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
	
  他にも経済学の論理を用いた検証を行い、最低価格を保証することが総余剰の減少に繋
がるという問題点などがあげられた。
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外部勉強会 1『タンザニアの鉱物資源と鉱業』
2012 年 12 月 20 日	
  本郷キャンパス	
  担当：大小田紗和子
	
  JICA 資源開発アドバイザーである細井義孝様をお招きしてお話をして頂いた。	
 
１、鉱物資源開発経済発展
	
  鉱物資源開発と経済発展の関係性について、適切な開発政策や管理、経済政策、財政政
策のもと思考・運営が適切に行われた場合、その国や地域の経済開発や持続的発展に繋が
るが、不適切だった場合は、いわゆる資源の呪い、オランダ病といった状況や、貧困拡大、
環境破壊を引き起こす可能性がある。そういった負の面を引き起こさないために、鉱物資
源開発をあらゆる側面からとらえ、それらの関係性を分断させないプロジェクト形成と運
営が必要だ。このようなプロジェクト形成と運営を適切に行っていくために、現在 JICA の
鉱物資源事業の柱として抗議の鉱物資源管理（MRM）が検討されている。
２、細井様のご経験
	
  初めての海外旅行であるアフリカでの話から、ザイール（現在、コンゴ民主共和国）・中
国・フィリピン・フィジー・アルゼンチンでのプロジェクトの話まで、たくさんの国での
鉱物資源開発に関する経験談を語って下さった。その中で特に興味深かったことは、せっ
かく鉱物資源調査など ODA によって日本が海外で鉱物資源開発に携われるのにも関わら
ず、実際に調査・発掘に成功してからの戦略がないため、発掘後、日本とは別の国がその
国に入ってきて採掘された資源の使用を日本が利用できない場合が多いという話であった。
３、鉱物資源開発紹介
	
  資源開発と聞くと悪いイメージを連想する人が多い。もちろん、上記で述べた負の面が
引き起こされることはあるが、それは不適切に資源開発が行われた結果である。適切に資
源開発が行われた場合、「何もないところから、一気に経済発展に漕ぎ着ける」チャンスが
そこの国や地域に訪れるのだ。そのために、資源開発管理や行財政の進め方が肝心となる
が、まずは私達の資源開発に対する偏見をなくすことが大切だとおっしゃっていた。また、
最近の世界の動向として「資源ナショナリズム」の問題や、紛争を引き起こす鉱物「紛争
鉱物」についても事例を交えながら説明していただいた。
４、タンザニアの鉱業
	
  主要輸出貿易品目で金があげられるタンザニア。タンザニアの鉱業事情についてお話い
ただいた。タンザニアでは金やダイヤモンド、ニッケル、コバルト、銅、チタン、バナジ
ウム、鉄、ウラン等、さまざまな鉱物が存在すると言われている。しかし、国土の 90％は
探査されておらず、鉱物ポテンシャルがかなり高い国として注目されている。現在、外資
系企業も参入しており、探鉱プロジェクトやウラン・ニッケル開発プロジェクト、レアア
ースプロジェクトの探査等が行われている。そのような状況の中でタンザニア政府は鉱業
政策を定め、2010 年に定められた鉱業法のもと、鉱山開発の成功に努めている。
4
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外部勉強会２：住友化学
2013 年 2 月 19 日	
  住友化学本社	
  担当：松嶋徹郎
	
  石毛様、広岡様、谷内様から、タンザニアのオリセットネット（蚊帳）工場についての
事前研修を受けた。住友化学は 2003 年からアルーシャにある現地企業 A to Z Textiles に技
術供与を行ない、ジョイント・ベンチャーとして Vector Health International 社を設立し
てオリセットネットを生産しています。蚊帳を通したマラリア感染率の低下のみならず、
工場と関連産業は 7000 名の雇用を創出することで発展に寄与している。
	
  この一大プロジェクトの発端は 1998 年より国連によって推
進された Roll Back Malaria Partnership であり、住友化学に
も殺虫剤入の蚊帳生産の依頼が届いた。中国とベトナムにも工
場を持ちながらも、住友化学は現地企業と組み、現地で生産す
ることを選んだ。最終的に工場の立地が決定したタンザニアの
土地は交通／電力／水インフラも整っておらず、縫製などの作
業工程においては現地の社員を一から教育する必要があるな
ど、非常に厳しいビジネス環境であった。それでも住友化学は
「住友の事業は住友自身を利すると共に国家、社会を利しなけ
ればいけない」という「自利利他公私一如」の精神のもと、ト
ップダウンの決意で進出を決定し、提携企業と共にアフリカで
唯一蚊帳を繊維生産から出荷まで請け負う工場を作り上げた。
	
  オリセットネットの特徴は、蚊に対する殺虫剤が繊維に練り込まれることで成分が徐々
に表面に染み出す構造となり、長期の殺虫効果が見込めることだ。通常の蚊帳は、仮に殺
虫成分を吹き付けていても、数ヶ月の使用の後洗濯してしまうと再度塗布する必要があり、
機能性に問題があった。また、ポリエステル製が多く、すぐに破れてしまいます。オリセ
ットネットは５年間殺虫機能を継続することができ、耐久性に優れるポリエチレン製であ
るため、従来の蚊帳の抱える問題を解決することができる殺虫性蚊帳であると言える。ま
た、従来よりも編目の穴を広げ通気性を向上させるなど、利用者の利便性にも配慮してい
る。
	
  オリセットネットは導入後顕著にマラリア原虫保持者が減少することが報告されるなど、
成果が認識される一方で、いくつかの問題に直面してもいる。まず、民間市場が未成熟で
あり、売り上げの多くが国連などに支えられた援助プログラムに基づくものであるという
現実がある。また、医療競合／追随他社との競争にさらされていることが挙げられる。中
国／東南アジアの製品やポリエチレン製の製品などの方がコスト競争力で勝るようだ。ま
た、常に進化を続ける蚊に対して有効な殺虫剤を開発し続けることも課題である。
	
  困難な状況の中でも利益を確保しつつ社会問題を解決することを目指す、住友化学の精
神に感銘を受けた事前研修だった。
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英語研修	
 
担当：原科彩	
 
今年度から事前勉強会と並行して新たに行われ始めた英語研修。昨年までのア
フリカ研修の反省を反映し、英語での学生会議に備えてメンバーの英語力向上と
英語でのディスカッションへの慣れを目的に計６回開催した。	
 
	
 
【主な研修内容】	
 
・TED の Presentation や African	
 News のビデオを２—３回鑑賞	
 
↓	
 
・設定した Topic について各４人３班に分かれてディスカッション	
 
↓	
 
・各班で出た意見をメンバー全員で共有し、最後にまとめ	
 
	
 
【内容設定背景】	
 
ボキャブラリーなど知識の量云々よりも、実践的なヒアリング・スピーキング
力に重点を置いた。	
 
African	
 News を用いたのは、アフリカ英語に慣れるため＆アフリカの事情につ
いて少しでも知ることが出来るためである。	
 
	
 
【反省点】	
 
・英語が出来る人と出来ない人で発言回数に大きく差が生じた	
 
→強制的に一人一回は発言、などのルールを設けた	
 
・字幕がないと厳しいという意見も出た	
 
→一回目は字幕無しで見て、二回目は字幕有りで見ることにした	
 
・アフリカ研修で活かせる英語を身につけるためには回数が足りなさすぎる	
 
→年間を通してユースの一活動として取り入れる方針とした	
 
《具体的に・・》	
 
自分が英語ができないと痛感しないと英語を真剣に勉強する気になれない	
 
→英語勉強会でネイティブの外部講師の方をお呼びして講演していただき、身を
もって英語力の無さを実感しその後のモチベーションにつなげる、などの工夫
が必要である	
 
→生身の人間を呼んだりしたほうがよいかも	
 
・英語で聞き、考え、質問までつなげるのが大切	
 
→一人最低２回は英語で質問を考え発表するなど強制的なルールを設ける	
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渡航研修日程

午前

午後

2 月 20 日

成田国際空港発

2 月 21 日 ドーハ乗り継ぎ

キリマンジャロ国際空港着

2 月 22 日 Vector Health International

ＣＨＡＷＡＫＵＷＡ

2 月 23 日 キリマンジャロ環境文化交流センター
2 月 24 日 アル‐シャからダルエスサラームへ陸路移動
2 月 25 日 三菱商事

パナソニック

2 月 26 日 積水化学
2 月 27 日 UNICEF

モヨ・サフィ・ワ・マリア診療所

2 月 28 日 住友化学

日本大使館

3月1日
3 月 2 日 学生会議
3月3日
3 月 4 日 タンザニア外務省・農業省
3 月 5 日 ＪＩＣＡ
3 月 6 日 国立博物館見学

ニエレレ国際空港発

3 月 7 日 ドーハ乗り継ぎ

成田国際空港着
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Vector Health International
文責：松嶋徹郎
	
  2 月 22 日 14 時より、住友化学とタンザニア A to Z
Textile 社のジョイント・ベンチャーである Vector
Health International 社を訪問した。現在は日本側の
駐在者はおらず、インド系の社長以下、まず紹介のビ
デオを視聴した後、工場見学を経て Q/A セッションを
行ない、その後は近隣に立地する研究所を訪問して見
学と意見交換の機会を頂いた。
	
  日本での事前研修において、提携相手として選ばれ
た A to Z 社が信頼できるパートナーであり、当事業成功の最大の鍵であったことを拝聴し
ていたが、工場の敷地内の奇麗さや福利厚生の充実（社員寮や託児所など）、真剣に働く従
業員を見るにつけ、その言葉の意味が腑に落ちた。
	
  工場の縫製の従業員の殆どは、就業前はミシンを見たことも無かったとのことだった。
そのような彼らに 9〜12 ヶ月の研修を通して技術と就労意識を習得させる作業は、とても
忍耐の要るものだろう。タンザニア人は全体的にゆったりと生活するイメージがあったが、
この工場では従業員が走り、てきぱきと仕事をこなしていた。
	
  また、手先が器用で、忍耐強いという理由で、従業員の助成比率は 85%に上るとのこと
だった。この地域での助成の社会進出と、地位向上への影響も大きいようだ。
	
  今後の公的市場以外へのオリセットネット販路拡大については、現在タンザニアを複数
の地域に分け、それぞれに担当者を置いて市場開拓を行なっているそうだ。他社製品と比
べて長持ちするため、結果的に安上がりなオリセットネットだが、それでも店頭価格が安
い商品を消費者が買ってしまう傾向があるため、今後も消費者の理解を得るための活動を
行っていくそうだ。さらに、消費者は色やデザインに関しては嗜好を示さないものの、都
市部と農村部によって人気のある蚊帳の形が違うようで、形状の側面から付加価値を出し
ていく工夫もしているそうである。
	
  研究所では、オリセットネットの効果についての実
証実験や、農作物の害虫に関する研究、農作物栽培の
ための補助シートの研究などが行なわれていた。現在
は日本で行なわれている殺虫剤の開発研究も、将来的
にこちらの施設へ移管される可能性があるようである。
意見交換において所長の Odera 氏が率直な意見として、
気候条件やマラリア原虫保有者減少の面で課題があり、
近い将来にマラリア撲滅は見通せず、しばらくは殺虫
剤の複合や薬剤の輪用で殺虫剤体制を持つ蚊に対応す
るしかない、と仰っていたことが印象的だった。
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キリマンジャロ環境文化交流センターおよび近隣の小学校
文責：上まどか
2 月 23 日 11 時キリマンジャロ環境文化交流センター（以下 KECEC）代表のエディスさ
んにお会いし、KECEC が支援するキワワ村の小学校を訪問した。そこで KECEC が支援
する女性グループのお話を聞いて子供たちと一緒に給食を食べたあと、KECEC の施設を見
学させていただいた。
・小学校への訪問
	
  当日が土曜日であったため、学校に子供はいないのではないかと危惧したが、エディス
さんの計らいで特別に子供たちが学校に登校しており、交流することができた。小学校は
木造で窓にはガラスが入っていないところがあった。小学校は山間に位置し、特に訪問し
た日は風が強く砂埃が舞っていた日だったため、一度風が吹くと目も開けられないほどの
砂埃が激しく教室に入ってきていた。また、本や机などの物資面でも不足が生じている。
小学校ではスワヒリ語で教育が行われており、メンバーは各自メモなどを使いながら、英
語が話せない小学生と交流を図った。
お昼にはお肉とお米を炊いたものとき
ゅうりを給食としていただいたが、普段学
校では給食は出されないそうだ。給食を食
べた後は、女の子たちが太鼓のリズムに合
わせて歌と簡単なダンスを披露してくれ
た。また、子供たちは研修メンバーが持っ
ているカメラや携帯電話に興味津々でそ
れぞれカメラを持って周りを撮影してい
た。
・KECEC の見学
	
  KECEC はタンザニア人と日本人の共同プロジ
ェクトとして開始された。目的は地域観光業の促進
と地域貢献、環境保全である。左の写真はタンザニ
アの自然を活かし、地域に密着した観光業を行って
いる宿泊・レジャー施設である。利用者は大自然の
中、採れたての果物・野菜を使った料理を楽しむこ
とが出来る。KECEC は支援も利用しながら、近隣
の小学校への物的支援や石鹸作りなどを通した女
性支援を行っているとのことだった。	
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訪問機関：CAWAKUA	
 
文責：上まどか
2 月 22 日午後にアルーシャの草の根 NGO の CAWAKUA を訪問した。はじめにお話を
伺ったあと、活動についての質疑応答を設けさせていただいた。
・団体概要
	
  CHAWAKUA は 1992 年に設立されたアルーシャ初の草の根 NGO である。この団体は
HIV/AIDS・リプロダクティブヘルスについての啓蒙活動および HIV/AIDS 感染者のカウ
ンセリング、特に教育を通して女性と若者へのエンパワーメントを目的として設立された。
主な活動内容は、若者および教師への HIV/AIDS 教育、HIV/AIDS 患者のケアとカウンセ
リング、マイクロファイナンスである。
・過去の活動について
	
  CAWAKUA は約 20 年前に設立されて以降、USAID や African Youth Alliance などと
トナーシップを組んで活動を行ってきた。具体的には Education Entertainment Projects
や Peer Education である。前者はサッカートーナメントやピクニックを開催し、その催し
を通して若者に HIV/AIDS に関する知識を教え、意見交換の場を設けるというプロジェク
ト で あ る 。 後 者 は HIV/AIDS 教 育 を 行 う 人 向 け の ト レ ー ニ ン グ プ ロ グ ラ ム で あ る 。
HIV/AIDS 教育に関わる意思のある現地の若者を訓練することで、持続可能性のある
HIV/AIDS 予防の達成をその目的としている。また、これらのプロジェクトは他の NGO と
アイデア・経験の共有を密に行いながら実施することで効率性を高めることに成功したと
のことだった。
・現在の活動について
	
  現在行っている主な活動は貧しい人や HIV/AIDS 患者への
マイクロファイナンス事業である。また、資金難のために
Education Entertainment Projects などの若者向けの大規模
なプロジェクトは行うことはできていないが、事務所入り口の
横の壁にコンドームを入れた箱を設置して、若者が気軽にコン
ドームを入手することができるようにしてある。多くの NGO
がアルーシャにできたことでスポンサーが減ってきており、さ
らに政府からの助成もないため、資金繰りは厳しいそうだ。小
規模であっても地域に根差した活動を長年してきたにもかか
わらず、資金がないためにその経験や知識が失われてしまうの
は残念に思う。政府はより NGO などへの資金的援助を行う必
要があるのではないかと感じた。
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訪問期間：Panasonic	
  マンガン乾電池工場	
 
文責：土屋潔浩	
 
	
  パナソニックの乾電池工場は 1968 年に創業し以降 45 年間続く、タンザニアの中でも老
舗の工場である。工場、事務所の建物ともに設立当時から使い続けている。この工場で作
られているのは、現在日本では滅多に使われなくなったマンガン電池である。ここタンザ
ニアでは安価なマンガン乾電池がまだまだ主流だ。この工場では 170 人体制で、部品の製
作、及び組立作業、梱包作業を行っている。この工場で働く正社員に対しては朝食、昼食
が支給され、専門相談員による健康相談も行っていることに加え、家族の医療費も負担し
ており、福利厚生は充実している。	
 
	
  この工場ではタンザニアでよく使われる単一電池、単三電池を製造しており、単一電池
は年間 4500 万個、単三電池は年間 5000 万個を製造、販売している。特に単三電池はタン
ザニア国内シェア 85%を誇り、他社の追随を許さない。人気の秘密は 2 つある。一つ目はも
ちろんその品質。パナソニックの電池は液漏れせず、長持ちする、この事実はパナソニッ
クがタンザニアに進出して 45 年間で着実に人々に根付いている。二つ目に単三電池のバラ
売りにより貧困層も購入できるようになったということだ。2003 年以降、パナソニックで
は 10 個一セットのバラ売り専用の包装を行っており、店頭で 10 個セットのうちの一つを
ハサミで切って、一個から販売するようにした。店頭で使うハサミもパナソニックがプレ
ゼントして、強力にバラ売りを浸透させていったのだ。これが功を奏して 2000 年当時 1000
万個だった販売数は 2010 年には現在と同じ水準の 5000 万個に到達した。	
 
	
  タンザニア国内の電池販売店の 99%は小規模な雑貨店で売られていることから、いかに販
売網を確保するかは常に大きな問題だ。パナソニックでは主要キーディーラー６社、一般
ディーラー100 社と契約してタンザニア国内 30 州に流通させている。ただし、ディーラー
から小売店に対しては明確な販売ルートは無く、商品を配送するトラックの運転手の記憶
と噂を元に配送している。	
 
	
  タンザニアで仕事をするということは決して楽
なことではない。最近では中国製の安価な密輸電池
が大量に出回るようになってきており、パナソニッ
クのシェアを脅かすようになってきた。工場の所長
の佐古佳幸さんはタンザニアにスタンダードは無
い、とおっしゃっていた。それでも利益があるなら
タンザニアでビジネスをするべきだし、工場で働い
ている人達が失業率の高いタンザニアで失職した
ら、もうそれっきりだ、彼等はここしか働く場所が
無いのだ、とおっしゃったことが印象的だった。	
 
	
  今後はタンザニアを拠点に、経済成長著しい 1 億人市場、東アフリカ共同体に市場を拡
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大していく計画を立てており、これからのパナソニックの挑戦が楽しみだ。	
 

訪問機関：三菱商事株式会社ダルエスサラーム駐在事務所 	
  	
 
文責 野田俊貴
二月二十五日、三菱商事株式会社ダルエスサラーム駐在事務所にて、同事務所長である
渡辺敦史さんと CSR 兼秘書担当である Anna に同事務所の事業内容と CSR 活動について
のお話を伺った。三菱商事ダルエスサラーム駐在事務所は 1978 年に開設され、17 社程の
他企業と競合しながら今日までに至る。事業内容としては開設当時から参入していた ODA
ビジネスを始め現在ではコマーシャルビジネス、スポットビジネス、新規ビジネスの他 CSR
活動を行っている。
①ODA ビジネス
エネルギー系プロジェクト（地方における電気配電網、発電）や水資源プロジェクト（ポ
ンプ器供給）、道路拡張（拡張、舗装、橋かけ）プロジェクトなど多岐に渡って展開してい
る。特に水資源プロジェクトにおいては、昨年ムワンザ地域でおよそ 200 個のポンプ器を
設置することに成功したそうである。
②コマーシャルビジネス
化学製品（ポロプロピレン→プラスチック・ポリエチレン→ビニールシート・レタン繊維
→マットレス・塩ビ等）、ヨコハマタイヤ、ゴマ等を中心に宣伝
➂スポットビジネス
ガスパイプ（鋼鉄製）を敷く、絶縁体の設置
④ガスビジネス
オフィア社、ブリティッシュ社と協同出資
➄新規事業
建設機、アンモニウム、メタノール等の採掘
また、三菱商事の CSR 活動に関しては、ンゴロンゴ自然保護区資料館の補修、託児所を
数建設などが行われている。ンゴロンゴ自然保護区資料館はおよそ 4000 万円をかけて資料
館入り口を補修することで三菱商事の大きな宣伝にもなると言う。
	
  三菱商事は 2013 年から新たな CSR 活動として教育・保健分野に参入しようとしている。
教育・保健の CSR 活動はケニア、エチオピアなど他のアフリカ諸国においても共通の問題
となっている為、比較的参入しやすく、かつ他国で応用させやすい分野であるそうだ。
	
  渡辺所長は近年のアフリカの目覚ましい
発展に対して、日本企業は消極的であると
おっしゃっていた。日本企業はアフリカ市
場に対してイニチアチブを持ち、効果的な
CSR 活動に従事するべきだということを
今後も東京本社に対して訴えていくことが
重要であるという。
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訪問機関報告書：住友商事株式会社
文責：原科彩
	
  2 月 28 日の午前、ホテルの会議室にて住友商
事タンザニアオフィス GM の Hasnein 氏、総
務・経理マネージャーである遠藤真理氏を含む
四名の方にお話しを伺った。タンザニアで現在
展開されている事業についてだけでなく、
Hasnein 氏のこれまでの人生、住友商事のこれ
からの展望、日本企業のタンザニア進出の可能
性等々、幅広くお話を伺うことが出来た。
	
  住友商事はタンザニアにて、これまで主にインフラ産業における事業に携わってきたが、
天然ガスが新たに発見されたことに基づき、同国発電能力の約 20％を担うことになる
240MW の Kinyerezi 天然ガス焚き複合火力発電所の建設契約を国営電力公社である
Tanzania Electric Supply Company Limited(TANESCO)との間で締結した。
午後からはその火力発電所の建設予定地も視察させていただくことができた。少し標高
の高い地域に広大な土地がひらけており、そこには火力発電所建設に関わるたくさんの看
板と記念碑が建てられていた。ガスラインパイプに使われる予定の太くて大きなパイプも
あった。電力供給の要として位置付けてある事業だからだろうか、すでに Kinyerezi 地域の
住宅地には電力ラインも通っているようだった。この火力発電所がうまくいけば、タンザ
ニア国内のエネルギー供給に大きく貢献できるため、やりがいのある事業と Hasnein 氏は
自身に満ちた様子でおっしゃっていた。
	
  また、Hasnein 氏は一つの事業を他の企業・政府機関と協力して進めていくためには、
パートナー選びの時点で、お互いの弱い面を相互に補充し合えるようなところと組むこと
が重要とおっしゃっていた。
お話を伺っていて印象的だったことは、実際に現地へ赴き、自分の目で確かめ企業進出・
事業展開をすることが重要であるという話であった。アフリカ地域は徐々に経済発展を遂
げているにも関わらず、住友商事は 50.、60 年もステレオタイプ的なことを繰り返してし
まっており、また、このことは住友商事だけに限らず、他の日本企業についてもあてはま
ることだとおっしゃっていた。このことは非常にもったいないことであり、未来の保険と
しても現在の段階から日本企業もアフリカ市場に進出していくべきだと強く主張していた
姿が印象的だった。
アフリカが経済的に大きな潜在力を持ち始めた今日の状況をしっかりと認識し、行動を
変えていく、
“（Japanese Companies） need to change behavior and approach”というこ
とを何度もおっしゃっていたが、これこそが今の日本企業に必要なことだと思った。
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S 社	
  報告書
文責：金子明
１.S 社 の概要
	
  S 社は、今回お話を伺った現地社長が率いる、タンザニアにおけるジャトロファ事業の展
開を担う会社である。日本人社員は同社長のみで、他のオフィス社員、現地マネージャー
は全てタンザニア人である。
２.ジャトロファ事業の概要
	
  ジャトロファとは落葉低木の一種であり、その種子が油分に富むことから、精油して燃
料として利用が出来る。病気や旱魃に強いため、もともとアフリカでも自生している。こ
れを 1000 億円規模の新事業として立ち上げようとしていらっしゃるのが現地社長であり、
現在様々な試験を重ね、最終的には 1 万 ha の大規模農園にまで拡大させる予定である。こ
のジャトロファ燃料は重油として直接使用可能であるが、精製をすると軽油としても利用
可能であるため、電力不足が深刻であるタンザニアにおいては将来発電用燃料としての活
用も期待されている。
３.タンザニアでのジャトロファ燃料事業展開について
	
  ジャトロファ燃料は、バイオ燃料として注目を集めているが、食糧不足が問題となる地
域において、食糧生産に当てるべき農地で燃料生産のための換金作物を栽培することに対
する批判が強い分野でもある。この点に対してこの S 社のジャトロファ事業は、旧サイザ
ル（麻の原料の一種）プランテーションで現在は利用されていない農地を活用している他、
ジャトロファ種子の買い取り価格を農作物の買い取り価格より低下にすることによって、
農作物栽培のインセンティブをそがないようにしており、社長ご自身の問題意識のもと
様々な試みが実施されている。
	
  アフリカでビジネスを行うには、信頼できるパートナーを見つけることが不可欠である。
今回 S 社のジャトロファ事業のパートナーとなったのは、サイザルプランテーションを行
っていた一社であり、25 社の候補の中から選ばれた。この会社は個人経営であるが、オー
ナーがアメリカ留学の経験があり、さらにビジネスを通した社会貢献に関心のある方であ
ったことが決め手の一つとなった。また、このプランテーション付近の住民も、外国人と
接することに慣れていたこと、ジャトロファ燃料への理解もあったことから、事業を展開
するに相応しいと考えられた。このパートナーの信頼性に対する質問に対しては、現地住
民からのオーナー、さらに会社全体に対する社会の目があるから簡単に裏切ることは出来
ないと荒浪社長が答えて下さり、タンザニアにおいても地元住民からの評価喪失に対する
危機感というものが日本と同様に存在するのだなと感じた。
	
  続いて、ジャトロファ栽培が始まった村での変化について質問が挙がった。現在試験的
に大規模栽培が実施されている村においては、農園経営のための雇用が創出されており、
定期収入を得ることが出来るようになった農民が新たに農業用地を購入したり、フィール
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ドマネージャーとして雇用されている青年については家族に仕送りが出来るようになった
りと、農民の暮らしに一定の変化が出てきていると考えられる。また、他の村からも情報
を頼りに仕事を求めてくる農民もおり、今後事業が拡大していくと、従来は全体の 60~70%
の若者が都市部に出稼ぎに出ていた村に、さらに大きな変化が生じていくと予想される。
４.援助とビジネス、BOP ビジネスの定義について
	
  社長のお話によると、タンザニアでは車でアクセス出来る地域にはドナーが入り込んで
おり、HIV やマラリア対策の援助が地方にまで届いているということであった。ジャトロ
ファ燃料事業が始まった際にも、「援助馴れ」していた住民は多く、現状に満足し困った時
には援助に頼るという意識を改革する必要があったということだった。この意識改革のた
めに、現地社員が雇用されている農民に対して直接意識喚起することもあったが、やはり
一番効果が大きいのは、農民の中からフィールドマネージャー等に抜擢され、出世する者
が出るというお手本が出現し始めたことだ、と社長が指摘していた。タンザニアでは栄養
のバランスは別の課題であるが、食糧自給率はほぼ 100%である。このような状況の中で、
努力をして現金を稼ぐというインセンティブをいかに生み出していくかは本当に大きな課
題であるだろうと感じた。
	
  また、ビジネスと援助の棲み分けについてもお話を頂いた。社長のお考えとしては、本
来ビジネスという仕組みによって動いているセクター、つまり農業分野については援助で
はなく、ジャトロファ燃料事業のようなビジネスを中心とした発展の方が持続的である、
ということであった。教育や医療といったビジネス手法においては発展目標達成が難しい
セクターにおいては従来通り援助のスキームが有効活用されるべきであるが、セクターに
よってはビジネスが中心的存在となる必要性があるという認識は、社長以外にも多くの
方々からお聞きすることが出来、援助の在り方について考えさせられる場面であった。
	
  最後に、BOP ビジネスの定義についての社長のお話が印象的であったので記しておきた
い。BOP ビジネスは、いわゆる Base Of Pyramid 層を新たな市場として捉え、製品を小さ
い単位で個別包装することでより低価格での商品販売を実現させ、さらに現地キヨスクに
直接卸すなどといったビジネス手法と捉えられて来た。しかし、社長は、「これまで経済活
動に参加出来なかった住民を、経済活動に引き入れることも BOP ビジネス」と話して下さ
り、この視点は現地で事業を自ら展開していらっしゃるからこそ出てくるものだと感じた。
	
  報告は以上であるが、スワヒリ語を堪能に扱い、現地スタッフと会話されている社長を
見て、現地でビジネスを展開することに対する真っ直ぐな姿勢に本当に感銘を受けた。こ
れから社会に出る者として、同じような状況に立った際に今回伺ったお話、そして社長ご
自身の姿勢を決して忘れることなく途上国に関わって行きたいと思う。
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訪問機関：モヨ・サフィ・ワ・マリア診療所	
 
文責：味志 優
2 月 27 日 14 時より、ダルエスサラーム市キノンドーニ区にあるモヨ・サフィ・ワ・マ
リア診療所を訪問した。施設を視察しながら簡単の説明をしていただくとともに、MPJ ユ
ースメンバーからの質問にお答えいただいた。
	
  モヨ・サフィ・ワ・マリア診療所は平成 25 年 3 月より日本政府による草の根・人間の安
全保障無償資金協力（以下、草の根無償）からの支援を受けることとなっている。草の根
無償とは、政府や国際機関ではなく、より地域に密着した途上国の NGO や地方公共団体に
対して日本政府が小額ながらも迅速な援助を行うもので、より具体的には小中学校の建設、
病院の基礎的な医療機材の整備、井戸の掘削などの分野が対象となっている。
	
  モヨ・サフィ・ワ・マリア診療所は、純心聖母フランシスコ女子修道会タンザニア支部
によって建設・運営され、2010 年 3 月から診療所のサービスを実際にスタートし、今では
看護婦・渉外等総勢 22 人のスタッフで日に 30-60 人の患者を対応しているとのことだ。
	
  純心聖母フランシスコ女子修道会タンザニア支部がこの地域に関する事前調査が行った
際に、地域で最も必要とされているものが医療サービスであったことが判明し、この地域
での診療所の建設が決定された。この地域は市街地からそう遠くはないものの、地域の状
況は市街地とは全く異なるもので、 地域の道路は全く舗装されていなかった。一方、最も
近くの病院までは約 5km、政府系の大病院までは約 8km の距離があるとのことで、診療所
が地域において大きな役割を果たしていることが分か
った。
	
  診療所では純心聖母フランシスコ女子修道会本部か
らの資金援助を利用して、薬や医療サービスを地域の
人々でも利用できるほどの値段で提供しているとのこ
とだった。実際に診療所の薬棚やベッドを視察したが、
どの施設も整頓され清潔な状況に保たれている印象を
受けた。また、最近は分娩サービスも開始され地域の
人々に多く利用されているとのことだった。
	
  草の根無償の使い道は、妊産婦への医療サービスの更なる拡充であるとのことで、病棟
の改修・建設が目下行われていた。妊産婦の健康に関する MDG 達成の難しさが指摘され
ており、また、人口が急激に上昇しているタンザニアでは妊産婦への医療サービスの拡大
が求められるであろうことを考えると、診療所がこの地域で担う役割は今後さらに大きな
ものになっていくだろうと感じた。
	
  今回の訪問を通じ日本政府による草の根無償が、タンザニアの地域の人々に確かに届い
ていることを確認することができた。また、その資金が地域のニーズに基づいた形で届け
られ、かつ効果的な運営のもと、地域の人々に対して本当に訳に立つ形で利用されている
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ことを知り、草の根無償の重要性・有効性を改めて認識した。

訪問機報告書	
  タンザニア外務省・農業省
文責	
  野町美帆	
  小林祐介
3 月 4 日の省庁訪問で、外務省にて外務省職員の Khatibu A. Makenga 氏と農業省職員
の Keneth Kaganga 氏からお話を伺うことが出来た。
	
  訪問では外務省と共同でクエスチョンタイムを設けていただき、こちら側の質問に答え
ていただく形式だった。質問は、主にタンザニアが推進する農業プログラムの進行度や意
義、JICA との関わり、日本とタンザニアの外交関係やＴＩＣＡＤの意義ついてであった。
	
  タンザニア政府は「キリモクワンザ（農業第一）」を農業省としてではなく国家政策とし
て掲げている。その理由に関して、―氏は国として農業を推進するためだと説明した。農
業には農業省のみならず、インフラや交通など他の省も関わってくるためだという。
	
  農業セクター開発プログラムの達成度に関しては「とてもよく達成されている」という
返答だった。だがその具体的な根拠は挙げられなかったのが残念だった。
	
  ASDP の内容の一つに灌漑の推進があるが、現実には灌漑地は耕作地の 3％に留まってお
り、漸進的にしか進んでいない。その理由について、タンザニアは降水量が多く、農業は
自給的だったためこれまでは灌漑を進める必要がなかった（灌漑を行って生産性を高める
必要がなかった）とのことだった。だが今後は自給的農業から輸出用作物の生産へのシフ
トを考えており、灌漑の整備を進めていくとのことだった。
	
  農業省が進める地方分権化のメリットについては、農民から地方政府へのアクセスの時
間及び距離の短縮になること、農民が専門家に直接アクセス出来るという返答だった。タ
ンザニアでは region-district-village の三層構造を取っており、統治が農民に行き届きやす
いようになっているという。
	
  タンザニアと日本の外交関係は良好であるといえる。タンザニアに対する日本のＯＤＡ
供与はアフリカ諸国の中で大きな割合を占めており、タンザニアにとっても日本は英米に
次ぐ第３位のドナーである。日本との外交上の協力については、北朝鮮問題、捕鯨問題、
安全保障理事会の改革などで協力し得るとのことであった。
	
  また、Makenga 氏はアフリカの中の一国としてのタンザニアという見方を強調されてい
た。アフリカ諸国がまとまって発言をすることで国際会議等における外交力を発揮しよう
という試みは長く続いており、アフリカ連合のような大きな連合から東アフリカ共同体の
ような比較的小さな連合までそれぞれの連合の中での立場をどう考えていくかということ
が重要であるように感じた。
	
  タンザニアが東アフリカ共同体の他のメンバーに対
して優位であることとして、①海に面し、港を持つ	
  ②
政治的に安定し、
“Moderate”なインフラが整っている	
 
③豊富な天然資源	
  の３つを挙げて、タンザニアが東
アフリカ共同体の中でどのような役割を果たしていく
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べきか考えているとのことだった。

訪問機関報告書：在タンザニア日本国大使館 	
  	
  	
  	
  	
  	
 
文責：福谷佳苗
2 月 28 日午後、ダルエスサラームの日本大使館を訪れ、岡田眞樹在タンザニア大使から
タンザニアと日本の関わりを中心に、主にこちらから質問をしてそれに答えて頂く、とい
う形でお話を伺った。
日本は 1961 年 12 月にタンガニーカが英国から独立するとすぐにこれを国家承認し、そ
の後 1964 年 4 月にタンガニーカとザンジバルが連合して「タンザニア連合共和国」が誕生
して以来、タンザニアとの友好関係を築き発展させてきた。1966 年 2 月には在タンザニア
日本国大使館が開設された。要人交流としては、タンザニアの初代のニエレレ大統領以来
現在のキクウェテ大統領まで 4 代の大統領が全て日本を公式訪問している。
今回は大使館が直接実施している草の根無償資金協力、外交関係、日本企業支援などに
ついて詳しくお話を伺うことが出来た。まず、草の根無償援助については、ベーシックな
人間の生活環境を改善するためのもので、女児教育や母子健康保健などの分野で行われて
いる。ただ、案件の決定から 1 年間での実施という制限があるため、確実性の高い井戸や
学校の建設などがどうしても多くなるというお話だった。その他の支援としては農業技術、
特に稲作栽培技術支援がある。タンザニアの人口の 8 割は農業従事者という状況の中、収
益性の高いコメを増産すれば輸出へつなげられる可能性があり、日本は豊富なコメに関す
る技術を生かして、農業トレーニングセンターや大学の灌漑学科を設置、指導を行ってい
る。
タンザニアは国際的な立場においても日本に非常に協力的で、安保理改革や鯨類保護、
北朝鮮の人権問題でも日本の立場を支持しているが、これはやはり日本のこれまでの援助
なしにはあり得ないと岡田大使は仰っていた。
日本では 2011 年の東日本大震災以降、財政状況の悪化により他国への援助よりも国内の
復興支援を優先させる風潮、更には日本に直接的に利益をもたらす地域に対しての援助に
制限する風潮が生まれ、その結果、アフリカ諸国への援助額は減少しているが、長期的な
視点で今後を考えた時、やはりアフリカへの援助は継続していかなければならないと強く
仰っていた。
また、大使館の役割の一つとして日本企業への支援があり、特に新規にタンザニアの市
場に進出する企業の支援に力を入れている。タンザニア国内で幅広く情報を収集し、提供
することで参入しやすい環境づくりを行なっているそうだ。
今回の大使のお話の中で特に印象的だったのが、フェアトレードやＢＯＰビジネスに対
する考え方についてのお話で、貧しい人に対してのビジネス、という視点は捨てて単に現
地の人々が欲しいと思うものをできるだけコストを下げて売ることを考えるべきだ、とい
うことだった。その他、中国をはじめとする新興ドナー国への意見や、援助のオーナーシ
ップについての問題などタンザニアの今まさに最新のお話を色々と伺うことが出来、私た
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ち学生にとって大変有意義な訪問となった。

訪問機関：UNICEF 	
  	
  	
  	
  	
 
文責：村上真里恵
2 月 27 日午前、ダルエスサラームにあるユニセフ・
タンザニア事務所のオフィスを訪問し、保健衛生分野の
安田正氏、水と衛生分野のジョン氏、教育分野のアナ氏
からお話を伺うことができた。
	
  ジョン氏はタンザニアの水と衛生分野における現状
を概観し、これからの目標について語ってくださった。
ジョン氏によると、タンザニアでは改善された水や衛生に対するアクセスがまだ悪く、世
界全体でみて衛生に対するアクセスは 11 分の１、水に対するアクセスで 12 分の１に値す
る悪さである。これは子どもたちが通う学校施設にも当てはまり、安全な飲み水を確保で
きず、手洗い施設が備わっていない学校の割合は高い。トイレに関しても、便所一つに対
する利用人数の国内平均は 56 人、農村部など究極な場合だと 250～600 人もの人が一つの
便所を利用している。これらの問題への対策としてユニセフは学校における水と衛生環境
を改善させること、石鹸や水の安全な取り扱い方、貯め方などに特に焦点を当て家庭レベ
ルから普及させること、子どもや女性、害を被りやすい種族など弱い立場の人々に特別注
意を払いながら結果に基づく決断能力を構築していくことの三つを目標として掲げる。
	
  次にアナ氏が教育分野における説明をしてくださった。アナ氏によると教育に対するア
クセスは 2000 年以降改善されてきたものの、都市部と地方部の間に見られる地域格差や、
初等学校から中等学校への進学率の低さなど教育の質の面に依然と問題が残る。教室の建
設、教師の訓練、教材の普及に努力が注がれてきたが、再考が必要な状況にある。たとえ
ハード面での整備がなされても教育の質が伴わなければ整備は生かされず持て余されるこ
ともある。これに対して今後の目標として教育の質を向上させること、障害のある子ども
も含めて教育の平等性を確立すること、政府に対して初等教育への予算の割り当てを増や
すよう提言すること、政府機関や NGO など他のパートナーと共同してより良い結果の達成
を目指すことを掲げていた。
	
  最後に安田氏から保健衛生分野におけるお話を伺った。タンザニアには栄養のある食料
に多様にまたは十分にありつけない新生児が多く存在し、年齢の割に低身長な赤ちゃんの
割合は 42％に達する。栄養不足は深刻な問題であり、栄養失調と合併症が重なると赤ちゃ
んの命を奪うことも多い。タンザニアでは最下層に位置する 10％の子どもが政府による予
防接種を受けることができず、この 10％をどうやって特定し支えるかがユニセフの使命だ。
また、タンザニア政府が発表する政策は方向性が明確で内容も良いものも多いがキャパシ
ティの問題などから現実とのギャップが大きい。しかし安田氏はそのギャップをむしろ積
極的に評価し、政府機関や NGO 団体と協力するとともに、短期のプロジェクトを重ねて長
期の政策を支えていきたいと仰っていたのが印象的だった。
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訪問機関：JICA タンザニア事務所	
 
文責：大小田紗和子
3 月 5 日、JICA 事務所６名の方々から、全日を使って午前中
は、JICA タンザニア事務所全体のブリーフィング、午後からは
運輸・交通セクタープロジェクトのブリーフィングを受け、その
後、道路拡張計画の現場視察を行なった。
１、JICA タンザニア事務所について（タンザニアに対する日本の援助とは）
	
  援助協調が比較的上手くいっていると言われているタンザニアで、日本はどのような強
みを活かした援助を行なっているか、歴史的な援助の流れを踏まえ説明していただいた。
	
  80 年代～90 年代初頭、様々なドナーが援助に参入したが、全体としての調整は行われず、
結果的にその国の発展が効率的に進んでいかない、または妨げられるといった問題が生じ
た。そのようなドナー側の反省から 2000 年代初頭から援助協調の流れが出来上がっていっ
た。その流れの中で財政支援的な援助が主となっていったが、特定の使途を指定せず被援
助国側へ金銭面での支援をすることは、被援助国政府の能力欠如による不適切な使われ方
を招く、内政干渉の危険性、国内への説明責任の難しさといった、いくつかの問題に繋が
っていった。
	
  援助協調が進められていった時期においても、日本はタンザニア側のオーナーシップを
尊重し、その中で JICA は農業や運輸・交通分野を中心に「寄り添い型の援助」を行なって
きた。
「寄り添い型の援助」とは、例えばプロジェクトの計画を立てる 0 の段階からタンザ
ニア側の考えを優先的に取り込み、共同してプロジェクトを進めていく相手国の意志をか
なり尊重した考え方である。このような点で必要不可欠なことは、自分たちの強みを把握
し、相手国への理解を深め、どのような援助方式が最適かしっかり判断していくことであ
る。
２、インフラプロジェクトについて（ニューバガモヨ道路拡幅計画の視察）
特定の国の運輸交通システムを概観するに当たって、まず必要なことはその国の立地状
況の把握である。タンザニアは隣接する 8 カ国のうち実質 6 カ国（実際には 5 ヶ国）が内
陸国であるため、海を持つというアドバンテージを最大限に利用し、物資輸送の通過国と
して役割を果すことができる。その強みを発揮するためには、ケニアやモザンビークとの
競争関係を考慮しながら、内陸国にとっても魅力的な運輸交通整備を行なう必要がある。
	
  タンザニアでの主要なインフラは、港、道路、鉄道、空港、パイプラインの５つである。
それぞれに課題があり、その課題に対して JICA は取り組みを行なっている。港に関して、
ダルエスサラーム港は湾内に位置しているため、波がおだやかだというメリットがあるが、
湾の入り口が狭いため入港できる船の大きさに限界がある、また大きな船の停留場所がな
いといったデメリットも存在する。そのため、現在ムベガニに新たな港を作る計画が進行
中である。鉄道に関して、鉄道は物資輸送インフラとしてかなり重要な役割を果す。タン
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ザニアにはタザラ鉄道と中央鉄道という２つの鉄道が存在するがいずれも老朽化しており、
管理体制にも不備があるため全面的な鉄道機能の強化支援が今後の課題となっている。最
後に、道路に関してだが、タンザニアにて道路インフラの現状として問題となっているこ
ことは舗装道路の少なさである。幹線道路でさえも 47％しか舗装道路は存在しないため、
まずはタンザニア政府の重点政策に沿って幹線道路の舗装化の援助を行なっている。また、
タンザニア一の大都市ダルエスサラームは現在渋滞が深刻化し、経済活動・市民生活の阻
害要因となっている。その渋滞の緩和を目的として実施されているニューバガモヨ道路拡
幅計画（無償資金協力）の現場を視察させてもらった。
ニューバガモヨ道路はダルエスサラーム中心部から北部郊外に伸びる主要幹線道路で、市
中心部の放射状道路の内、唯一の片側一車線道路である。現在、このうち 12.9 キロメート
ルを片側二車線に拡張する計画が進められている。
３、プロジェクト現場を視察して。
	
 
ダルエスサラーム中心地にある JICA 事務所からバス
を走らせて約 30 分。ニューバガモヨ道路拡幅計画の始
まりの場所を示す日本の国旗とタンザニアの国旗が描
かれた看板が目に入った。そこから約 13 キロメートル、
私達を乗せたバスは片側二車線のうち一車線が工事中
の幹線道路を走っていった。遠いアフリカの地に日本の
援助が役に立っているという実感と感動が湧き起こっ
た。
	
  今回のお話では、“日本の強み”という言葉がキーワ
ードではなかったかと思う。現在、長年ドナー国として
存在してきた欧米諸国や日本に追いつく勢いで中国や
韓国といった新興ドナー国が増えてきている。そんな新
興ドナーの勢いが強烈に増す中で、今まで以上に日本は
プレゼンス向上に努力しなければいけない時代になっ
たとおっしゃっていた。
それでは日本の強みとして発揮できる分野はどこにあるのか。「寄り添い型の援助」とい
った日本流のものごとの進め方、計画作りの方法を指導したり、計画に関係のあるアクタ
ーの調整サポートを行なったりするソフト面からの支援、そういった方向からのアプロー
チが今後日本に求められてくることだろう。道路や建物建設といった「遠いアフリカの地
に日本の援助が役に立っている」という目に見えた形での実感をわくような援助ももちろ
ん必要であるが、日本の強みを最大限発揮できる分野で活躍し、いかにタンザニアの発展
に貢献できるか、いかに日本のプレゼンスを向上できるか、これまで以上に追求していか
29

なければならないと今回改めて感じることができた。

学生会議：総括
担当：味志優
	
  ３月 1 日から 3 月 3 日にかけて、ダルエスサラーム大学にて学生会議を行った。まず、
会議のプログラムの概略を説明し、その後各分科会の議論を紹介する。また、最後に学生
会議の中で作成された final report を掲載した。なお、final report については、会議の中
で完成したものをほぼそのまま使用した。議論として説明が不足している点もあるだろう
が、3 日間の会議で完成した生の雰囲気を感じていただけたら、と思う。
1.会議のスケジュール
	
  以下の表のような日程で学生会議を実施した。初めに自己紹介・文化交流を行い参加者
間の親睦を深めた後、分科会に分かれ本格的な議論を行い、final report に議論をまとめた。

3月1日
午前
午後

自己紹介
文化交流会

3月2日

3月3日

分科会に分かれての議論

分科会での議論
最終提言

分科会での議論
簡易発表会・質疑応答

フェアウェルパーティー

2.会議の概要
	
  “Explore the Future Relationship Between Tanzania and Japan”という大テーマのも
と学生会議を開催した。今回の学生会議において、参加者間で共有した重要な 3 つのポイ
ントがある。
	
  まず、タンザニアと日本との関係という視点を忘れないこと。先進国と途上国、あるい
はアジアとアフリカ、という視点というよりも、日本とタンザニア、それぞれ個別の一国
同士の関係を考えようというものであった。次に、双方に利益となるような関係を考える
こと。日本がタンザニアに与え、タンザニアが日本から学ぶ、という関係を考えがちでは
あるが、この会議では、タンザニアが日本に何を与えることができるか、日本はタンザニ
アから何を学ぶのか、という点も重要視して 2 国の関係性を考えることとした。最後が、
ルワンダ学生の議論の参加、という点である。MPJ ユースのアフリカ研修は 2 年前にルワ
ンダに渡航し、同様の学生会議を行ったのだが、その際のネットワークを活用し、ルワン
ダ国立大学から 3 名の大学生を今回のタンザニアに招聘することができた。日本—タンザ
ニアの関係を考える際に、ルワンダという視点を導入することによって多様で深みをもっ
た議論を行うことが出来た。
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3.文化交流の概要
	
  文化交流は日本、タンザニア、ルワンダの順で実施した。
	
  日本側は書道、着物、和菓子、遊び、という 4 つの分野を紹介し、タンザニア側はマサ
イ文化と現代ダンスの紹介、ルワンダ側は伝統的ダンスの紹介を行った。以下にいくつか
その写真を掲載する。
▽日本側の文化交流発表

	
  	
  	
  	
  	
  	
 

	
  	
 

31

	
  ▽タンザニア側の文化交流発表。
マサイ文化の紹介と現代ダンスのワークショップ

▽ルワンダ側の文化交流発表。
伝統ダンスのワークショップ。
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▽ルワンダ側の文化交流発表。伝統ダンスのワークショップ。
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4.感想
	
  議論の成果として、タンザニア・ルワンダの理解が深まり、また日本に対する理解を促
進できたこともあるが、一番の収穫は彼らとのネットワークを形成できたことにあると感
じている。 お互いに母国での活躍を願い、そして、将来それぞれの国を担う者として再会
することを誓い、彼らと別れを告げた。現在既に Facebook などで連絡を取り合っている仲
にあるが、これからも様々な形で交流を続けながら、このかけがえのない友情を育んでい
ければと思う。
	
  また、学生会議の最後にタンザニア側の代表が、MPJ ユースと同様の団体をタンザニア
でも設立したい、と声をかけてくれたことは嬉しい驚きであった。「僕たちはまだタンザニ
アを、そしてアフリカを知らない」という心持ちのもと活動する彼らと、これからも交流
を行うことができればと考えている。
	
  MPJ ユースのアフリカ研修が 3 年目にして 2 ヵ国の学生を集めて学生会議を行えたこと
は、過去に形成したネットワークが確かに継続していることを如実に示していると思う。
今後もネットワークの形成・継続に努め、いつか近い将来、アフリカ全土から学生を集め
アフリカで「アフリカ学生会議」を開催することができれば、と密かに夢見ている。今回
の学生会議が、その将来の大規模学生会議の礎となることができればこれ以上の喜びはな
い。
	
  最後に、学生会議の開催にあたり助力していただいた全ての関係者に感謝したい。助
成金をいただいた東京大学さま、三菱 UFJ 国際財団さま、様々な形でサポートいただいた
Millennium Promise Japan の方々、普段の勉強会で活発な議論を提供してくれた MPJ ユ
ースのメンバー、また、急ピッチでの準備に応えてくれたタンザニア研修メンバー、そし
て中には学期中であり多忙の中会議に駆けつけてくれたタンザニア・ルワンダ大学の学生
達。本学生会議の議論・最終成果はこれら全ての方々のご協力の結晶である。重ねて御礼
を申し上げて学生会議総括の結語としたい。
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学生会議	
  内容紹介
Group A :Education（教育班）
【事前準備】
	
  グループ A では、Education をテーマに、タンザニアと日本の教育分野について、それ
ぞれの共通点や強み、課題などについて議論を行なうこととされていた。会議に先立ち、
教育班の上、福谷、松嶋はそれぞれ下調べを行ない、それに基づいて三つの論点を提示す
ることにした。一点目は、就学率におけるジェンダー格差について、二点目は教育分野に
おける日本からの援助の必要性について、三点目は教育分野における使用言語の問題につ
いてである。一人が一つの論点を担当し、議論のベースを提供するために、プレゼンテー
ションを作成した。その内容を転用し、各論点について簡略に説明する。
①	
  ジェンダー格差
	
  タンザニアでは、公立の初等教育が 2002 年に無償化された関係で、初等教育の就学
率に関しては男女の差が見当たらない。一方で中等教育と高等教育に目を向けると、公
立校であっても保護者は学費を負担する必要があり、また社会慣習上女子の教育機会が
重要視されていないことも寄与し、就学率において男女に格差が認められる。対して、
日本においては、短期大学を高等教育機関と見なす限り、就学率における男女格差は顕
著に認められない。その一方で、北欧国家などと比較すると、労働環境において男女間
格差が認められる。
	
  日本においてもタンザニアにおいても、男性優位の社会的特徴が認められるが、就学
機会への連関の強弱という面で違いがあるのではないかと考え、どのような形で特にタ
ンザニアにおいて女性の就学率を工場させることができるかについて、意見を交換する
ことを目的とした。
②	
  援助の必要性
	
  現在、日本は政府の債務残高が拡大し財政の悪化が著しく、他国に援助をする前に財
政再建を行なうべきだという意見がある。更に、東北の震災と復興の課程から、日本国
内で困窮している者にまず援助はなされるべきだという意見を以前に増して耳にする
ようになった。また、日本の歴史を顧みると、教育分野の拡張と質の向上は援助に頼る
のではなく日本政府が主導し、成功を納めてきたという経験がある。
	
  日本はタンザニアに対し、ODA を通じて教育分野に援助を行なっている。JICA はそ
の資金を利用して 70 名ほどの青年海外協力隊員を派遣し、その多くが教師としてタン
ザニアの学校の教壇に立っている他、中等学校の理系教師に対する能力開発プログラム
なども展開している。
	
  上記のような援助への否定的な意見に対し、短期に目に見えた成果の出にくい教育の
分野での援助の必要性を、どのように説明することができ、また、現在の状況下におい
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て援助は縮小されるべきか否かについて、意見を交わすことを目的とする。
③	
  教育の言語
	
  タンザニアにおいて、公立校での指導言語は初等教育においてスワヒリ語、中等教育
以降において英語と定められている。ただし、日常的に使用され、理解されている言語
は地域の土着言語とスワヒリ語である。そのため、スワヒリ語の初等学校を卒業したタ
ンザニアの生徒は突然英語の教育環境に入ることとなる。その移行は決して楽なもので
はなく、学業的に出遅れて中等学校を退学する者も多い。また、日常生活での使用が限
られる言語であるため、中等学校の六年間英語で授業を受けてきた卒業生でも満足に英
語を話すことができる者は少ない。そのため中等学校の教師自身も英語での授業遂行が
困難な場合もあり、日常生活の言語と指導言語が概ね共通している日本人から見ると、
指導言語がスワヒリ語ではなく英語へと移行することによってタンザニアの教育への
アクセス、習得度の両面において問題が生じているように見える。
	
  一方で、英語を指導言語とする利点もある。タンザニアの教育システムは、教師の人
材不足が深刻である。スワヒリ語ではなく英語を指導言語とすることで、日本の青年海
外協力隊のように外国から教師を招くことができる。また、現在タンザニアにおいて収
益が見込まれる仕事の殆どが外資系企業との取引に絡むものであり、英語を解すること
が採用の絶対条件となっている点が挙げられる。
	
  日常生活で使用される言語が英語をはじめとする「グローバル言語」でない場合、指
導言語はグローバル言語とすべきか、もしくはスワヒリ語や英語などの日常言語にすべ
きか、意見を交換することを目的とする。	
 
【会議構成】
	
  教育班は、日本人三人、タンザニア人三人、ルワンダ人一人で構成された。そのため、
議論においてはタンザニアと日本の教育事情だけでなく、ルワンダでの状況との対比も可
能となった。また、タンザニア側の一人はマサイ族の出自であったため、マサイ独自の風
習などについても話を聞くことができた。
	
  タンザニア側も論点を三つ用意してくれていたため、タンザニアと日本双方が相互に論
点についてのプレゼンテーションを行なった上でルワンダからの教育状況ブリーフィング
を受け、相互のプレゼンに対する疑問点などを解消した後に話合う論点の優先順位を多数
決で決め、時間の許す限り議論を続けることにした。論点については、ジェンダー格差、
援助の必要性、そして指導言語や公立校／私立校間の差などといった双方の提示した論点
を統合した「教育の目的と現実」をこの順に話し合うことになり、会議二日目に最初の二
論点、三日目に最後の論点が話し合われ、それぞれの結果を議場全体に対して発表した。
【会議内容】
①	
  ジェンダー格差
	
  タンザニアにおいて 18 歳未満の婚姻は法律によって禁止されているが、マサイ族の
女子は 12 歳で結婚する場合もあり、ルワンダでも同様の事例があるという。また、女
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子は結婚を期に夫方の家族の一員となるため、将来的に家計を支えることになる男子と
比較すると家庭にとっては教育を受けさせる利益が少ない。また、女子は弟妹の子守り
や家事の手伝いなど、家庭内での仕事が男子よりも多く、学校に行く阻害要因になって
いるという。更には、女子は通学途中や学校内において、性的な被害に合うこともあり、
通学の放棄や妊娠による中退なども問題であるという。
	
  以上のような問題に対しては、法制度の整備が課題であると考えられる。タンザニア
とルワンダにおいては、特に地方において中央の法律が効力を持たず、部族単位の慣習
法や長老の判断による判決という司法ルールが効力を持つ場合がある。伝統的な価値観
や風習を大事にすることは大事だが、婚姻年齢や義務教育、女子差別についての法制化
と既成法の徹底的な施行が必要である。
その一貫として、情報の伝達という側面が重要であるという指摘がなされた。地方で
はまだ法律が情報として伝達されておらず、また旧来のジェンダー観に換わる価値観も
普及していない。新聞やテレビ、ラジオなどが媒体として有効であるため、インフラ整
備の波及的側面からの重要性が強調された。
	
  同時に、女性自身の認識も問題であるという指摘がなされた。女性が学業を諦める一
因として、女性自身が学業に関する劣等意識を持ち、進学について消極的であるという
ことである。この問題に関して、ルワンダの学校においては女学生専用のクラブ組織が
存在し、議論などを通して女性の自立や社会進出を肯定的に捉えるためのジェンダー教
育を提供しているそうである。タンザニアでもルワンダほど組織されてはいないけれど
も学校は同様の取り組みをしているようである。また、学校として社会にジェンダーの
平等について働きかけていく必要性も確認した。
②	
  援助の必要性
	
  援助の必要性について、タンザニアとルワンダの学生双方とも援助は両国の発展にお
いて必要であり、援助なしには教育は持続不可能であって教育分野の中でも拡大される
べきだという意見であった。日本側が課題として捉えていた、日本の経済／被災状況と、
援助に頼らない教育分野の発展の有効性については、その課題の存在は共有できたもの
の、重要な課題としては認識されることがなかった。彼らの視座からは、まだ学業施設
の設備や教師、教材などが足りないなど根本的な欠如の問題が教育において存在する中
で、受け手としての援助の必要性は自明であり、そのため現実から離れ理論ベースであ
った日本側の問題提起は腑に落ちるものではなかったのではないかと理解している。
	
  そのため、議論は援助の必要性の問題から、いかにその必要性を対外的に、納得感を
もって受け入れてもらうかという点に移っていった。その結果、援助は両国の相互理解
の中に位置づけられるべきであり、教育分野においても授業などで双方についての授業
を行い、交流を増やすことが必要であるという結論に至った。日本ではタンザニアやル
ワンダに関して授業で学ぶ機会は少なく、その逆も然りである。そのため、理解不足か
ら日本では「アフリカ」、タンザニアでは「アジア」と大きな括りでしか相互のことを
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認識することができず、互いに関する関心や興味が生まれにくい状況になっている。
	
  IT 技術の発展により、スカイプで両国の教室を繫いで交流することも可能になって
いる今、互いへの理解を深め、自然と関心が生まれることが、援助に対する支持を日本
国内で醸成するための道ではないか結論付けられた。
③	
  教育の目的と現実
	
  このテーマにおいては、教育に関して様々な論点を総合的に議論したため、最終的に
議論が拡散してしまったのだが、議論の時系列順にまとめて略述する。
	
  まず、班の全参加者で、教育の目的について意見を出し合った。教育に求めているこ
とは三か国でほぼ共通であり、知識の伝達や就労のためのスキルの習得、といった教育
の具体的な内容だけでなく、精神面での発達や協調性のある社会を創造といった役割も
期待するとのことであった。また、タンザニア人生徒の興味深い意見として、教育が社
会を文明化する手段である、というものもあった。
	
  次に、上に挙げた教育に期待される役割と目的に対し、教育の現実がそれを満たして
いるか否かを検証したところ、ルワンダについてはある程度満たしているという意見が
出たものの、タンザニアと日本においては満たしていないという指摘が相次いだ。
	
  日本では、教育の商業化が進み、本来勉学の達成度を図る一つの目安でしかないはず
の筆記試験に過剰な重要性が与えられ、主に筆記試験に基づく受験競争と偏差値の使用
は、生徒の人格や対人関係での成長を軽視する結果に繋がってしまっているという意見
が出された。教育が勉学達成度を通して人を判断する一つの仕分け機能を担ってしまっ
ており、その現状は教育の本来の目的から逸脱し好ましくないと捉えられた。
	
  一方、タンザニアにおいても、就労に必要なスキル伝達が適切になされていないとい
う指摘があった。現在タンザニアにおいては教育機関からの卒業者が求人数を上回る状
態が続いている。そのため多数の生徒が一つの職に対して競合するのであるが、学校で
は論理面を学ぶばかりで実際に就労機会を探す際に役に立つスキルは教えられていな
い、ということである。その結果教育機関の卒業生の能力と、経済界から求められる新
卒の要求スキルが合致しない状態があり、是正されるべきであるというものである。こ
の状態は日本に大学新卒と求人を比較してもある程度当てはまると考えられる。
	
  さらに、日本で高校生活と大学生活がかなり異なったライフスタイルであり、順応に
戸惑う学生が多いことに対して、タンザニアでは初等学校から中等学校へ入学する際に
指導言語自体がスワヒリ語から英語へ切り替わってしまうという、教育レベルによって
教育の手段や環境が著しく変動することも問題点として挙げられた。
	
  これらの議論から、三か国においてより社会現実に対応した教育を、教育レベル間で
の連携も取りながら機動的に行なっていく必要があるのではないかという結論に至っ
た。若いうちからスキルを習得する場を設けるだけでなく、知識も日常生活との関わり
をよる重視することができる。また、教育レベルによって教育の手段や環境に差異が生
じる際には、その移行をより緩やかにするために下位の教育レベルの最終年から徐々に
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移行を促すなどしていくことも可能かもしれない。
	
  同時に、教育に期待される目的が教育者とも共有されているものであるならば、教育
の評価制度を多角化させて人格成長に寄与することが予見される課外活動や、授業態度、
クラスでの役割なども組み込む必要があるのではないかという指摘があった。しかしこ
れは教師の判断が大きなウェイトを占め、客観性を担保することが難しくなるため、拙
速な導入は難しいと考えられた。
	
  また、タンザニアの初等教育から中等教育への移行における指導言語の変更に関して
は、日本側から問題点がいくつか提起された。タンザニアにおいて日常生活はスワヒリ
語で営まれており、ダルエスサラーム大学の生徒であってもスワヒリ語で殆どの会話を
こなす。中等学校入学時点で英語を解する生徒は、英語指導の私立学校出身に限られて
しまい、教師にも英語を満足に話せる者が少ない。スワヒリ語での教育と比べ、知識や
スキルの習得に困難が増すため、修得度と就学率の面で負の影響が大きいという結果は
繰り返し指摘されてきた。この点についてはタンザニア側の生徒も同意したものの、既
存の制度を変更するための変革は今後も起きる可能性が低く、この教育システムが残存
する可能性が高いのでないだろうかとタンザニア側から説明された。
【最後に】
	
  会議を通した感想として、各自の教育経験によって教育に対する視座が限られてしまい、
客観的に議論する難しさを感じた。日本やタンザニアの教育について文献や授業などで学
んできた蓄積はあるのだが、しかし自分の限られた教育経験しか本心から説明することが
できず、他の部分は「知識として知っている」に留まってしまうため、どうしても自分の
意見がそちらに傾いてしまう。教育学に関しても、勉学だけでなく実際に教育現場に足を
運ぶ重要性を痛感させられた。
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Group B :Agriculture（農業班）
	
  学生会議農業班はタンザニア学生４名と日本学生３名、ルワンダ学生１名の計８名で議
論を行った。農業班のメインテーマは“日本とタンザニアの農業の比較と協力の可能性”
であった。そこで、まずは互いの国の農業のストロングポイントとウィークポイントを挙
げていき、その上で互いに補い合うことができる点を探していくという方法を採った。ま
た、サブテーマとして、フェアトレード、JICA の米作支援、タンザニアの農業政策、日本
の農業政策などについても議論を行った。
メインテーマ
１．タンザニア農業の概観
	
  タンザニアにおいて農業の占める位置は日本のそれよりもはるかに高い位置にあり、例
えば、GDP の約 30～40％が農業分野から生み出されており、商品輸出の 75％は農産物で
ある。また、労働人口の 80％近くが農業労働者である。
	
  上記のように農業はタンザニアにとって非常に重要な産業であるにも関わらず、その生
産性は必ずしも高くない。タンザニアの農業は主に小農経営者によって担われており、一
農家の平均耕作面積は 0.9ha~3.0ha であると推計されている。また、農業における資本の
投下率は低く、約９割の農家は耕作機械などを用いない方法で農業を行っており、灌漑イ
ンフラが整備されている農地は全耕作地の内 0.1%~0.3%程である。
	
  タンザニアの気候は比較的安定しているものの、定期的に旱魃が起こっており、灌漑設
備が普及していないこの国ではその被害が甚大である。
	
  作付面積のうち約６割はメイズやミレットのような穀類生産に充てられており、その他
イモ類、豆類を合計すると９割が自給作物生産に充当される。コーヒー、葉タバコ、カシ
ューナッツなど換金作物は１割ほどである。穀物生産の多い農業の特質から、タンザニア
国内の自給率は高く 2004 年以降 100％を超えて推移している。	
 
	
  主な農業地域は以下の通りである。	
 
・Coastal plains	
  • Eastern plateaus and mountain blocks
• Southern Highlands	
  • Northern rift zone and volcanic highlands
• Central plateau	
  • Rukwa – Ruaha rift valley
• Inland Sedimentary	
  • Ufipa and Western highlands
２．日本農業の概観
	
  日本において農業の占める地位は低く、例えば、農業生産は GDP の１％程であり、労働
人口の３～４％によって農業が支えられている。従って、日本において農業の意義は産業
としての生産力に求められるよりも、むしろ農業の持つ多面的な機能（景観、国土保全な
ど）に求められることが多い。
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  一農家当たりの耕作面積は平均で約 2.0ha であり、タンザニアと同じく小農経営に依る
ところが大きい。また、日本では農業の兼業化とともに高齢化が問題視されているところ
であり、65 歳未満の労働者をもつ専業農家は全体の約１割である。農業の衰退は顕著であ
り、産業の高度化の裏側で農業人口の減退と耕作放棄地の増加が起こっていることは日本
の抱える大きなジレンマの一つである。
	
 
	
  ３．両国農業の強みと弱み

タンザニ
ア

強み

弱み

広大な可耕地

農業資本の少なさ

潤沢な労働力

技術、ノウハウなどの未蓄積

安定した気候

小農経営

	
 

特産品の生産
日本

豊富な資本

狭い国土

高い技術

少ない労働力
小農経営

	
  日本とタンザニアで共通なことは小農経営が主な農業の担い手であるということであっ
た。一方で、日本とタンザニアで対照的なことは、可耕地の大きさと資本・技術である。
タンザニアの可耕地は４４万 ha と推計されており、現在実際に耕作が行われているのは約
50％ほどであるものの、国内穀物需要の 100％を満たす生産を確保している。一方で、日
本は国土面積の 13％ほどしか可耕地が存在せず、土地の制約が大規模経営を難しくしてい
る一つの要因である。
４．連携の可能性
	
  日本とタンザニアは地理的に遠く離れて、農業生産物の直接の貿易は難しいかも知れな
い。その一方で、日本には資本と技術があり、タンザニアには広い土地と労働力がある。
そのような資源の初期賦存から最適な資源分布への移行は、日本の資本と技術をタンザニ
アに移転することである。（土地は動かせないので）例えば、日本のアグリビジネスがタン
ザニアに進出すること、JICA などの技術支援が考えられる。特に、アグリビジネスの可能
性は大いに期待できるものであって、今後タンザニア政府には日本資本に対する規制緩和
が求められ、日本側にはタンザニアへの積極的な投資が求められるであろう。
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Group C :Aid（援助班）
	
  援助班ではタンザニア学生側から２つ、日本学生側から３つの議題を提示して議論を行
った。5 つの議題はそれぞれ、
	
  1. タンザニアが欲する援助の形態とは
	
  2. どのような条件で援助は与えられるべきか
	
  3. 日本の環境保全における援助政策のニーズはタンザニアのニーズと合致するか
	
  4. 日本の援助の特徴はタンザニアのニーズに合致しているのか
	
  5. タンザニアへの援助は日本にいかなる国益を与えうるか
	
  というものであった。それぞれについて、議題とその議論の内容を順番に担当者から紹
介する。なおここでは、学生会議の報告書末尾に掲載された Final Report の内容とは別に、
結論に至るまでの過程やより詳細な議論の内容について可能な限り掲載した。
1. タ ン ザ ニ ア が 欲 す る 援 助 の 形 態 と は
タンザニア学生からは援助の形態として”Humanitarian Aid”と”Development Aid”とい
う 2 形態の分類を提示され、タンザニアにはどちらの援助が与えられるべきか、また日本
はどちらの援助をタンザニアに与えるべきか、という論点が掲げられた。ここで挙げた援
助の 2 形態については、Humanitarian Aid がいわゆる人道援助で、それ以外のすべての援
助が Development Aid（以下、便宜的に開発援助と訳す）であると考えてよい。人道援助
とは、人々の緊急の生命に直結するもので、食糧援助や紛争調停が主に含まれ、一方で、
教育、保健、またインフラなど開発に関わるその他の援助が開発援助である。このような
分類の上で、タンザニアにはどちらの援助が求められているか、という議論がなされた。
彼らの意図としては、いまだ栄養失調で命を落とす者がタンザニアに存在する中で、彼
らへの援助とその他の開発分野への援助の間のバランスをどのように考えるべきか、とい
うことを議論したいようであり、議論の重要なポイントは、これまでも栄養失調に対する
援助が行われてきたにも関わらず、いまだ完全には栄養失調が原因の死亡者が 0 にならな
いことを鑑みて、現在の人道援助と開発援助の比率を変更し人道援助をさらに重要視する
べきか否か、ということであった。
議論の結論としては現在の比率のままでよい、ということであった。結論の裏付けとな
った主な意見は、開発援助も栄養失調への改善に寄与しうる、というものであった。例え
ばインフラが整備されれば栄養価のある食べ物が継続的に運ばれやすくなり、また教育が
拡充されれば栄養の重要性に関する知識も普及されうる。一方で人道援助によって栄養不
足が解消されても、それは一時的なものに過ぎず、根本的な解決には至らない。基本的に
は開発援助を重視して行いながら、もし状況がさらに悪化するようならばその時は緊急的
に人道援助の比率を増やせばよい、という結論に至った。
2. ど の よ う な 条 件 で 援 助 は 与 え ら れ る べ き か
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タンザニア学生からは”Conditionality”と”Selectivity”という概念の提示がなされ、援助
の際のそれらの概念の適用妥当性が議題として提案された。ここでいう”Conditionality”と
は A 国が B 国に対して援助を行う際に、①援助を与える代わりに、A 国が B 国に何らかの
政策を強制すること、あるいは②援助を与える際に、他のドナーC 国の利益ではなく A 国
の利益と密接に関連するような方式で援助を与えること、を意味する。また、”Selectivity”
は A 国が援助を行う際に、A 国の国益となるような国に対してのみ援助を行うこと、を意
味した。会議ではそれぞれの概念について、許されるべきか、否かについて議論した。な
お、議論をより精緻化するために、援助を１つ目の議題で挙がった”Humanitarian Aid”
と”Development Aid”という分類に分け、それぞれの概念の適用妥当性を議論した。
議論の結論を簡略化して示したものが以下の表である。○は妥当性を持ち、△は場合に
よるというもので、×は妥当性を持たない、というものである。

Conditiona
lity
Selectivity

政策の賦課	
 
国益に関わる援助方法	
 
援助国の選定	
 

Development	
 
Aid	
 

Humanitarian Aid

×
△
○

△	
 
○
×

まず、何らかの政策を賦課することは開発援助に際しては 許されるべきではない、とい
う結論に至った。80 年代の構造調整の痛い経験やオーナーシップが重要視されている現在
の潮流を踏まえ、ドナーが一方的に開発に際して政策を決定し押し付けるべきではないと
いうコンセンサスを得た。一方、人道援助に関しての政策賦課は場合によって許される、
という結論であった。これは人道援助に関わる政策であるならば許されるというもので、
例えば食糧に喘いでいる国に対して、食糧増産・食糧配給に関する政策を賦課することは
許されるものの、一方で例えば同性婚に関する政策を賦課することは許されない、という
ものであった。
また、援助の方法を選択することは、開発援助に際しては場合によって許されるという
結論を得た。これはいわゆるタイド援助の是非に関する議論であり、限定的にはタイド援
助も許されるという結論にいたった。というのも、タイド援助であっても全く援助が無い
よりかは幾分ましである、という理由があり、南南協力と言われるように、いまだ経済的
な余裕がさほどない国が援助を行う場合にはタイド援助を行わざるをえないのではないか、
という議論がなされ、それならば、経済的余裕がない国としてはタイド援助も許される、
という結論に至った。一方人道的援助に関しては、例えば食糧を援助する時に、その国の
食糧、その国の輸送船を使用することは特段否定されることではない、という結論を得た。
これは、人道的援助にはスピードが命であり、援助を手早く行うには、その国のインフラ・
物資を使用した方が適切である、という理由が背景にある。
最後に、援助国を選ぶことについて、開発援助に関わる場合は許されるという結論を得
た。その理由は比較的消極的なものであり、もしこれが許されないならば先進国は際限な
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く資金を提供しなければならないか、または資金が極度に分散されてしまい援助効果が薄
れる、というものであった。あくまで先進国は国益に従って援助国を選び、被援助国とな
るには、途上国も外交的に努力を行ってしかるべきである、という結論に至った。逆に、
人道援助に際しては援助を与える国を選ぶことは許されない、という結論であった。この
議題に関しては「A 国と B 国が同様の緊急事態に陥っている場合に、鉱物資源を持つ A 国
と持たない B 国に対して、異なる比率で人道援助を行うことが許されるか」という命題に
対して多数決を行い、4 対 3 で許されない、という結論に至った。なお、許されないとした
投票者の中には、そもそもドナーは他国の評価を気にするため異なる比率での援助を行わ
ない、という意見を持った者もいた。
	
 
3.	
 日 本 の 環 境 保 全 に お け る 援 助 政 策 の ニ ー ズ は タ ン ザ ニ ア の ニ ー ズ と 合 致 す る か 	
 
このテーマは、日本の視点からタンザニアが援助先としてどのような魅力があるのか、
という問題意識のもと設定された。日本が優位性を持っている分野において援助を行えば、
結果的に日本の技術を世界に知らしめ国際的に日本が高い評価を得ることにつながる、と
考えれば、日本が優位性を持っている分野の援助を求めている国が援助先として魅力的で
あると言える。そこで、日本が優位性を持っている分野を「環境保全分野」に定め、自然
資源が豊富であるタンザニアが実際にその分野で援助を欲しているのかを議論し、日本の
援助先としてのタンザニアの魅力を探った。なお、この議題に関しては 2 日に渡り議論を
行ったため両日についてそれぞれの議論の内容を個別に以下に記載する。	
 
	
  ディスカッションを開始した一日目においては、漠然と幅広く“環境”という概念を用
いて議論が行われ、環境保全における活動を行なうのならば人々の関心が薄い植林などと
いった活動をするのではなく、人々の目にきちんとさらされるようなやり方をすべきとい
ったことや、日本の技術をタンザニアで使えるように臨機応変に対応していくべき、とい
った漠然とした意見が出された。他分野の援助よりも環境保全分野における援助を優先さ
せる意義はあるのだろうか、という問いに対し、ダルエスサラーム大学の学生は、良い環
境は未来の農業、観光業にもつながっていく、というように答えており、あくまで経済に
関連した文脈での環境保全への関心範囲が伺われた。農業はタンザニアの主要産業である
こと、観光業もタンザニアがこの先経済的に発展していくための主要産業のうちの一つと
いうように捉えており、その両者に大きく関わってくる環境を保全することは蔑ろにはで
きない、と考える一方で、例えば二酸化炭素の排出削減そのものに関しては教育・保健な
どの援助よりも優先度は下がる、との意見であった。	
 
	
  二日目に入ってからは、一日目に行った議論を発展させて、どのような環境分野におい
て援助のニーズが存在するか、をより具体的な次元で議論を行った。タンザニア学生から
出てきた事例は主に、農業、観光業、ごみ問題に関することであった。	
 
	
  農業においては、家庭や工場からの汚水が原因で起こる水質汚染について取り上げられ
た。学生は汚水による農作物への影響を懸念しており、日本の経験に基づいた高水準の技
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術をぜひともタンザニアに伝授してほしい、との声が聞かれた。また、段々畑や休耕地を
使った、土地の持続的な利用法に対する日本の援助の可能性も指摘された。	
 
	
  観光業に関しては、よりソフトな面における日本の援助の可能性が議論された。国立公
園の自然を保持する際に問題となるのが、マサイ族の伝統・習慣である野焼きとの兼ね合
いである、という意見がタンザニア学生から出された。環境と経済・生活のバランスに関
して、日本の法制度・システムをタンザニアへ輸出できるのではないか、という議論が行
われた。	
 
	
  ごみ問題に関しては、ごみによる水質汚濁・土壌汚染への懸念から、バイオエネルギー
技術を利用してごみ問題を解決したいとの意見がタンザニア学生から伺われ、日本の援助
の可能性を確認した。一方で議論の中ではバイオエネルギー技術に関するコストの高さも
指摘され、他分野と比較した際に、バイオエネルギーに対してどれほど優先して資金を調
達できるのか、という課題も挙げられた。	
 
	
 
4. 日 本 の 援 助 の 特 徴 は タ ン ザ ニ ア の ニ ー ズ に 合 致 し て い る の か
	
  この議題では、タンザニアから見て日本の援助は他国と比べてどういう魅力を持つのか、
という点を主に議論した。初めに日本の援助の特徴として一般的に共通する三つのポイン
トとその利点・欠点を日本学生がダルエスサラーム大学の学生たちに説明した。それを踏
まえ、アメリカやイギリスといった対タンザニア援助の主要国と比べ、日本の対タンザニ
ア援助の特徴はタンザニアが求めるニーズに適合しているのか否か、をダルエスサラーム
大学の学生と共に考えた。
日本の援助の特徴である三つの点とは具体的に次のようなものだ。
①持続性があること
援助の際に他国は一般的に性能の良い道具を与えるが、その使い方を伝授しないため
に援助効果に持続性がない。一方、日本は現地に道具などを与える際にはその使い方も説
明するために援助効果に持続性がある。ただ、日本式の援助は持続性があるという利点を
持つものの、他国の援助に比べ援助の効果の即時性が低く、効果が出るまでに時間がかか
る、という欠点も持つ。
②ファンジビリティが低いこと
さらに、日本の援助の特徴として、イギリスと比較しながらファンジビリティの低さ
を挙げた。一般的にイギリスの支援は財政援助型、日本の支援はプロジェクト型、という
ように分類でき、イギリスの支援はタンザニアの国家予算に直接多額の資金を提供する方
式で、日本の支援は一定のプロジェクトベースで援助を行う方式である。イギリス型の援
助は、現地政府の予算処理能力を育てることができるという利点もあるが、援助資金が軍
事目的など、本来意図した目的と異なるように使われやすい（ファンジビリティが高い）、
という欠点を持つ。
③政府機関である JICA を通した援助が多いこと
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最後に、アメリカと比較しながら、援助の実行主体について議論した。日本に関して
は、政府は主に JICA に資金を提供して JICA 自身がプロジェクトを遂行するが、一方アメ
リカに関しては NGO を通した援助が多く、政府は NGO に資金を提供し NGO が援助を遂
行するパターンが広く見受けられる。日本式の援助に関しては、政府機関による援助であ
る故、機動性が低いという欠点があり、一方でタンザニア政府とのコネクションもあり、
政府に対してより効果的な働きかけができる、という利点がある。アメリカ式の援助につ
いては、中央政府への影響力が小さいという欠点を持つが、機動性が高く、状況の変化に
対してより柔軟に対応できるという利点を持つ。
以上①〜③の日本の援助の特徴・功罪をタンザニア学生に説明した上で、タンザニアの
状況を踏まえて、どちらの方式がタンザニアに求められているかをタンザニア学生と議論
した。以下にその結果を記述する。
まず一つ目の持続性に対しては、タンザニアの学生の意見は一致し、全員が持続性のあ
る支援を望んでいた。技術の伝授を伴う援助でなければその後の修復、改善ができなくて
困ることが多く、技術伝授の伴わない援助はむしろ有害でさえあるという考えさえもあっ
た。特にタンザニア学生は中国の道路建設支援について言及し、技術移転がなされないこ
と・修理が中国人業者にしかできないよう建設されていること、などを問題視し、援助に
おける技術伝達の重要性を主張していた。
二つ目のファンジビリティについては、 タンザニア政府に現時点でどれほどの予算管理
能力・モラルがあるか、という点が重要な論点である、という議論に至った。ある程度の
能力・モラルがあれば、一定の割合でミスがあろうとも、大きく援助資金が不適切に使用
されることはない。一方でほぼ全く能力・モラルがない場合には、大半の援助資金が不適
切に流用されることとなる。タンザニア学生の意見としては、タンザニア政府はいまだそ
の一定の水準を満たしていない、というものが大半を占め、プロジェクトベースの援助が
望ましい、という結論に達した。
三つ目の、政府機関か否かの議題については、まずタンザニア学生から、NGO の機動性
の高さに疑問が寄せられ、また NGO が金銭目的での活動をしばしば行うとの意見も出され
た。一方で最終的に NGO の機動性の高さを前提としてもなお、JICA に代表される政府機
関の影響力の大きさを考慮すれば、JICA による援助の方が魅力的であるという結論に落ち
着いた。ただし、JICA は対象地域の状況変化を理解、考慮することのできる専門家や地元
人であるタンザニア国籍の専門家をさらに多く育成し雇用することで、その欠点を補うべ
きである、と強く主張する学生の意見が見受けられた。
	
 
5. タ ン ザ ニ ア へ の 援 助 は 日 本 に い か な る 国 益 を 与 え う る か
経済不振に伴う財政難や 3.11 などを背景に、近年は日本においても援助を日本の国益抜
きに語ることは難しくなっているように思える。そこで、上記の議題を設定し、日本がタ
ンザニアに援助を与えるとなった時に、タンザニアはいかなる国益を日本に与えうるのか、
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ということについて議論を行った。具体的な議論の流れは、 日本がアフリカへの援助で重
視している点について政府資料などを参考に 3 点挙げ、その 3 点においてタンザニアはい
かなる貢献を果たしているのか、また果たしうるのか、ということについて議論を行う、
というものであった。なお、3 点とは①アフリカにおける平和・安定への貢献、②被援助国
の国内での平和・安定への意思、③国連内における日本への政治的な支持、であった。こ
こではそれぞれについて順番に議論の内容を紹介する。
まず、タンザニアがアフリカにおける平和・安定にいかなる貢献を果たしているか、ま
た果たしうるか、という点についてである。議論ではタンザニアの貢献について直接的・
間接的、という面で分け、それぞれにおけるタンザニアの貢献の可能性を結論付けた。以
下が結論を概略した表である。

意味	
 

タンザニア
の貢献	
 

直接的	
  紛争地に対して直接軍隊を派遣する	
 
不可能	
 
間接的	
  1. 国連やアフリカ連合を通じて軍隊を派遣する	
 
1. 可能	
 
2. 大統領や高官が紛争地へ赴き、外交的に和平交渉 2. 可能	
 
を行う	
 
タンザニアは紛争地へ直接軍隊を送るようなことはしないであろう、との学生の意見が
多数であったが、一方で国連やアフリカ連合を通じた派遣については実施しており、これ
からも拡大するであろう、との意見が出た。また、ブルンジにおける和平調停において、
かつてタンザニアの大統領・政府高官が主要な役割を果たしたことがあり、外交的な貢献
はこれまでの実績が存在し、またこれからも貢献を続けていくであろう、との結論に達し
た。
次に、タンザニア国内での平和・安定の持続性についてである。これまでは大きな紛争
を国内で経験してはこなかったタンザニアではあるが、今後紛争を起こしうる要素はある
のか、ということについて議論を行った。タンザニア学生はこれについて強く否定をして
おり、平和へのゆるぎない意思を感じることができた。また、新たな天然ガスの採掘にと
もなって、その利益配分をいかに行うのか、という問題が現在国内で議論されており、そ
れに伴っていくらかの問題が生じる可能性はあるものの、それが国内での大規模な動乱に
つながることはまずないであろう、とのことであった。タンザニア学生が持つ平和への自
信の強さを、議論を通じて感じることができた。これまで武力紛争は経験しておらず、そ
れゆえ国民は武力紛争について、その選択肢を持ちすらしないであろう、との言葉が印象
に残った。
最後に、国連内において、タンザニアは日本を支持しうるのか、ということを議論した。
特に議論したのは、安全保障理事会改革における、日本の常任理事国入りへの支持を行う
か否か、という点であった。議論の結果は、そのときの援助予算の割合に拠る、というも
のであった。他国の外交政策への支持に関する主な判断基準は、タンザニア国家予算の多
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くを占める援助の額の大きさである、とのタンザニア学生の声が目立った。もし日本より
も多額の援助を行う国が、日本の常任理事国入りを拒否するようタンザニアに強く求める
となると、タンザニアとしては拒否せざるをえない、という結論にいたった。また、この
論点に関しては、政治ベースでの日本の関係をほとんど考えたことはなかった、というタ
ンザニア学生の意見が印象的であった。これまでの援助や高い技術に関しては日本を評価
してはいるものの、それを政治ベースで日本に還元する、という意識はあまり無いようで
あり、議論を通じて、国連外交での利益を含めた総合的な視点を援助に導入することの重
要性を改めて参加者が確認した。
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Group D:Business（ビジネス班）
	
  学生会議ビジネス班は、日本人学生 3 名、タンザニア人学生 3 名によって構成された。
議論は一日目と二日目に大きく二部に分かれており、そしてそれぞれにおいて日本学生側
からの議題、タンザニア学生側からの議題にさらに分かれており、本報告書においてはこ
の区分に従い議論をまとめていく。
Ø

一日目：日本側からの議題

①日本企業のタンザニア進出に関する魅力とリスク
	
  魅力としては、政治的安定性、高まるインフラ需要、埋蔵が確認されている天然ガス、
地理的な優位性を日本人学生側から議論の始めに提示した。これらについてはタンザニア
人学生もみな、タンザニアの市場へ日本企業が進出する際に強みとなる点だと納得してい
た。さらに、現在タンザニア政府は、外国企業が事業を始める際に、最初の 5 年間は免税
待遇を与える等、外資系企業の呼び込みに積極的になっているという情報も新たに得た。
	
  続いてリスクについて、高等教育を受けた人口の少なさ、政府による輸出入に関する規
制、限定的な電力へのアクセスを指摘した。最初の高等教育を受けた人口の少なさについ
ては、現在タンザニアは人口が増加しており、若年労働者の厚みが増しているが、それと
同時に政府は初等教育の無償化など教育の強化に力を入れており、このリスクについては
現在徐々にではあるが改善されているという結論に達した。さらに、三つ目の限定的な電
力へのアクセスについては、タンザニア人学生も大変重要視しているようで、タンザニア
電力供給公社（TANESCO: Tanzania Electric Supply Company）に関する言及が相次い
だ。現在タンザニアにおいては TANESCO 一社で全地域の電力供給を統括しているが、政
治家が TANESCO の運営に絡んでいるため、供給能力の拡大や効率化はあまり進んでいな
いということだった。タンザニアの最大都市ダルエスサラームにおいても、一日 10 回以上
停電しており、工場の操業等には大変大きなリスクとなっている。今回訪問させて頂いた
パナソニックの乾電池工場では、停電の都度自家発電機を稼働させており、そのコストは
通常の電力使用量の 1.5 倍とのことであった。
②タンザニア企業の日本市場参入の可能性
	
  続いて、タンザニア企業の日本市場参入の可能性について議論をした。日本側からは、
タンザニア漁業のポテンシャルについて、特にインド洋における漁業拡大の可能性を指摘
し、それを世界一の魚消費国である日本へ輸出するというビジネスモデルを提案した。タ
ンザニア人学生側は、自国の漁業に大きな潜在能力が存在することは認識していなかった
ようで、インド洋における漁業を拡大する際の必要設備などについて議論が起こった。具
体的には、漁業船を着岸させることの出来る十分な港湾、捕獲した漁業資源を輸出用に加
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工する工場設備などが求められるという意見が出た。他の分野におけるタンザニア企業の
進出可能性はないのかと検討したところ、タンザニア料理店や旅行代理店などのサービス
業における進出は既に前例があることからも、もっと拡大出来る分野ではないのかという
提案を日本学生側から行った。
	
  しかし、他方では日本の市場は成熟した、競争の激しい市場だという認識も全員にあり、
そのような中でタンザニア企業の進出を実現するためには、タンザニアが十分に競争力を
発揮できる分野を選択し、さらに日本政府もそのサポートをするなど様々な対応が求めら
れるだろという意見が出ていた。

③日本企業がそのビジネス活動を通じてタンザニアにもたらす開発効果
	
  日本企業のタンザニア市場進出に伴う開発効果について、雇用創出、インフラ整備、CSR 活
動の三点を挙げた。まず雇用創出については、住友化学とタンザニア企業 A to Z の合弁会社で
ある Vector Health International のオリセットネット工場においては、関連産業も含め約 7000
人の雇用を生み出している。さらに、インフラ整備に関しては、例えば JICA は日本企業がビジ
ネス活動を展開する地域におけるインフラ整備を行っているが、その地域の住民は交通アクセス
の改善といった点でその恩恵を受けることが出来る。さらに、日本企業は CSR 活動にも積極的
であり、小学校建設や教科書提供、井戸の整備や植林など事業周辺地域への奉仕活動を行ってい
る。この点においても、地域住民は日本企業の進出によって恩恵を得ているのである。
	
  プラスの効果よりも議論が盛り上がったのが、マイナス面での効果であった。ここでは日本企
業に限った議論ではなく、外資系企業のタンザニア進出に関する全般的な議論が行われた。タン
ザニア人学生からは、外資系企業において生産技術や運営スキルは完全に外国人労働者が独占し
ており、タンザニア人労働者はそれを学ぶ体系的な機会がなく、技術面において依存する状況が
継続的になっていることに対する危惧が示された。日本企業の中には、教育専用の研修を設ける
など社員の教育に熱心な会社もあるが、タンザニアにおける外資系企業の中には稀なようであっ
た。さらに、金や天然ガスなどの天然資源を探査採掘する会社による、天然資源の搾取が起きて
いるという議論が起こった。タンザニアはアフリカで第三位の金の産出国であり、現在は天然ガ
スの豊富な埋蔵量にも注目が集まっており、既にオイルメジャーやガスメジャーが参入を始めて
いる。住友商事の企業訪問の際にも分かったことであったが、タンザニア政府は、政府に対する
ロイヤリティーを何十年も前に大変低く設定しており、天然資源に関する採掘契約は 100 年単
位のように長期のものが多いため、いつになっても政府は適切な利益を享受することが出来ない
状態が続いているのである。天然資源はこれから商用採掘が開始されるため、これからタンザニ
ア政府は自国の利益を十分に確保する形で、外資系企業との契約を結ぶ必要があり、そのための
政府の能力強化に関する意見も上がった。

Ø

一日目：タンザニア側からの議題

	
  タンザニア学生からの議題は、金融・技術・貿易の三分野におけるタンザニア及び日本の強み
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と弱みであり、それぞれについて議論を行った。特に今回は中小企業の発展をいかに達成するか
という点に力点を置いた議論となった。

①金融面の視点
	
  まずはタンザニアの現状であるが、大企業のリスク軽減に対する対策は行われているが中小企
業への同様のサポートが存在しないこと、資金へのアクセスが限られていること、分野専門的な
銀行が存在しないこと（農協など）、中小企業を保護する法整備が不十分であることが挙がった。
このような状況に対して日本には、まず農業や工業に対して専門的に融資を行う銀行など、メガ
バンクだけでなく中小企業に対して融資を行う多様な銀行が存在すること、中小企業が倒産リス
ク等を回避できる政府の取り決めが機能していること、中小企業が大企業に対しても訴訟を行う
ことが出来る強固な法制度が形成されていること、などタンザニアが現状抱える課題に対して日
本は一定のモデルを提示することが出来る、という議論になった。タンザニアにおいても中小企
業が生み出す利益に着目して投資を始めようとしている銀行もあるという意見もあり、今後銀行
の多様化がキーとなるという見方をしていた。

②技術面の視点
	
  技術面に関しては、タンザニアが持つ強みとしては技術を他国から導入した時に活用可能な資
源が提示された。タンザニアには技術分野における投資余地があること、天然ガスやウラニウム
などの豊富な資源が存在すること、十分に活用可能な労働力の存在の三つが挙げられた。このよ
うにタンザニアに多くの多様な資源が存在することは認識されているものの、技術不足によりそ
れらを開発できていないのが現状である。課題としては、住所や郵便のシステムが確立していな
いこと、電力供給網が不完全であること、イノベーションが起こらないこと、人ベースでの技術
発展を達成するための膨大な投資の必要性が挙げられた。これに対して、日本の住所や郵便のシ
ステムは大変高度なものがあること、道路などのインフラ整備が全国に行き届いていることを紹
介すると、特に前者についてタンザニアの学生たちは関心を示していた。電力供給網の整備不足
や電力不足については、やはり TANESCO の一社独占が大きく影響しているという見方をして
おり、日本企業やその他外資系企業の参入を阻害する一因になっている可能性もあると指摘して
いた。

③貿易面の視点
	
  この視点におけるタンザニアの強みは、政府が今後輸出を拡大したいと考えている分野（農業
や天然資源）については積極的にサポートする姿勢を見せていること、さらに依然多くの資源が
未開発であることを挙げていた。しかし、貿易拡大を妨げる都市計画の不在や、生産品に付加価
値を付ける能力の不足、零細企業の多さもあり、この課題をいかに解決するかという視点から日
本の強みを紹介していった。この中で特にタンザニア人学生の注目を集めたのが、企業の合併で
あった。タンザニアでは同じ商品やサービスを提供する零細企業が個別に経済活動をしており、
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だからこそ経済が全体として発展しないと考えているようであった。他方で、日本のビジネス環
境においては経営統合や吸収が過度に進展しているのではないか、という指摘もあった。

以上、ここまでが一日目の議論であった。二日目は、一日目の議論を受けて、日本側、タンザニ
ア側から一つずつこのビジネス班の議論を通して最終的に答えたい課題設定を行い、それに対し
て議論を行っていった。

Ø

二日目：日本側から課題
日本人学生側からは、What kind of Japanese companies with Japanese technology can

produce the benefit both to Tanzania and Japan? [That company wants to reach Tanzanian
Market]という設問を行った。一日目の議論を通して、タンザニアには日本が持っていてタンザ
ニアが持たない部分が多いと実感し、さらに豊かな土壌や天然ガス、その他資源の開発も効率的
に行われていないといことが明らかになった。そこで、より具体的にどのような日本企業がタン
ザニアにおいて競争力を持つことが出来るのか、という視点を共有し議論を進めて行った。まず
初めに上がったのが、農業の生産性を向上させる農機具や灌漑設備を提供する企業であった。タ
ンザニアには肥沃な土壌があるにも関わらず、零細農家が自給自足的な農業を営むだけで近代化
は進んでいない。そこで日本農業の発展を支えてきた日本企業や農協がタンザニア農業発展に貢
献し、ビジネスを展開することが出来るのではという議論となった。続いては電力分野である。
日本では複数の電力供給会社が存在するが、タンザニアでは TANESCO の独占となっているた
め、タンザニア政府が日本企業の参入を認めれば、電力供給源は多様化し、競争的な電力市場と
なるためより安定的な電力供給が実現されるのではという提案が挙がった。続く進出分野は、都
市計画である。とくにダルエスサラームでは、都市計画が無いままに人口が増加し、車両数も急
増しているため、通勤時間帯には大変な渋滞が毎日発生している。橋を架ける場所や拡張すべき
道路の適切な選択や、公共交通のルートなど総合的な都市計画が求められているが、それを策定
する十分な能力がタンザニア政府にないため、日本企業の参入余地が生まれている。 最後の分
野は、タンザニア人学生の関心を大きく集めた住所管理及び郵便システムの分野である。この不
備によってタンザニア国民は郵便や荷物の輸送の際に大変な不便を感じており、さらに電力や水
といった公共インフラの料金徴収に関しても大きな障害となっている。現在の日本においては、
住所の管理は国が行っており、さらに郵政もかつては公共事業であったことから、この分野の進
出の際には民間企業と公共機関の連携が必要になると考えられる。しかし、タンザニアにおける
参入余地は大きく、競争力を発揮できる分野であるために、前向きに検討すべきであるという結
論に達した。

Ø

二日目：タンザニア側からの課題
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タンザニア学生側からは、If Tanzanian business people want to merge, what good case
sharing could we get from Japan?	
  という質問が設定された。まず、零細企業の経営統合という
点については、日本のコンビニエンスストアの一例を紹介した。同じ店名を掲げることによって
顧客のその店に対する信頼感が上昇し、さらに仕入等も全体として行うことが出来るようになる
ため商品の価格にも影響が出てくる。在庫管理はインターネット経由で行うことで、より効率化
し、店同士の融通もある程度可能となる。次の例は、クロネコヤマトや佐川急便といった流通専
門企業の参入である。これには十分な住所制度が確立されていることが前提となるが、これが一
旦整備された場合、日本企業が誇る流通システムはタンザニアにおいても大変有用になると議論
をした。現在は郵便にしても、自分宛の郵便や荷物を郵便局まで取りに行く必要があり、郵便を
送ったとしても到着までにかなりの時間を要するようであった。これに関連して、日本の住所制
度を確立したシステム自体を輸出する可能性も考えられるという提案が出た。この場合には、民
間企業と公的機関の連携が必要となるが、様々な面で制度的な未整備があるタンザニアに対して
は、日本の公共サービスを輸出するようなビジネスモデルが考えられるのではという議論に至っ
た。また、ヤマダ電機のような、様々なメーカーの商品を同じ場所で比較できるような営業形態
の店舗を展開することや、蔦屋表参道店のような複合的なサービスを提供するビジネスも、個別
零細企業がそれぞれにビジネスを行っているタンザニアにおいては導入可能ではという議論と
なった。そして最後は、ダルエスサラームで大変問題となっている公共交通機関のシステム導入
に関する提案であった。日本では民間のバス会社やタクシー会社がそれぞれのルートや運行時間
を決め、他との差異化を図る競争が存在し、そのためより効率的な公共交通が提供されるかたち
となっている。しかしタンザニアにおいては、全て政府が管理しており、バスの運行ルートは存
在せず、タクシーも営業場所が決められているなどの非効率な運営が常態化している。この分野
においても日本はモデルになりうるという結論に至った。
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Ø Education Group
Group Members (Nationality)
MADOKA KAMI

(JAPAN)

KANAE FUKUTANI

(JAPAN)

TETSURO MATSUSHIMA

(JAPAN)

VALENCE MUVARA

(RWANDA)
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(TANZANIA)
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(TANZANIA)

HISANI KESSY

(TANZANIA)

Topic:

Education

Sub-Topics:
1.
1.1.

Gender / Japanese Cooperation / Goals of Education

Foreword
Above members took part in the education group, bringing with them ideas and concerns for
the three countries.

1.2.

Before the commencement of the discussion, members from Tanzania and Japan and Rwanda
briefed each other of the general educational situation in their home country.

1.3.

Members from Tanzania and Japan proposed for discussion topics. Tanzania proposed
education structure of Tanzania and Japan, access to education in both countries, and the
involvement of public and private sectors in education. Japan proposed issues concerning
language of instruction, expansion or shrinkage of Japanese educational cooperation, and
gender disparities.

1.4.

After sharing discussion topics, the group decided on discussing Gender, Japanese
educational cooperation, access and ascendance rates in education, and language of
instruction in this order.

1.5.

Due to time constraints, the group was only able to discuss Gender and Japanese cooperation
issues on 2 March. On 3 March, the group incorporated the remaining two topics into a larger
theme of the Goals of education and discussed further.

1.6.
2.
2.1.

The results of the discussions are as follows;
Gender issues concerning education
Gender disparities in education are a common problem for the three countries. We therefore
shared with each other what causes we attribute to gender disparities and discussed possible
solutions.

2.2.

Early marriage
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In Tanzania, girls tend to marry at an early age, despite the law stating the minimum age of 18.
For example, some Maasai girls have to marry at the age of twelve. Similar cases could be
found in Rwanda and some girls in Japan also get married when they are younger than usual.
After marriage, girls must drop out of the school.
2.3.

Perception of the society
In all three countries, people especially in rural areas believe that girls should stay home to
take care of their siblings and do housework. This means that girls have more responsibilities
in the household. Therefore, girls spend much of their time housekeeping and may have less
time to study or go to school than boys.

2.4.

Perception of the parents
In Tanzania, Rwanda and in rural areas of Japan, girls leave their household to join their
husband’s household upon marriage. From the parents’ perspective, educating their daughters
bring less return to their own household in comparison to their sons who shall continue to live
in the household land. They consequently place priority in educating their sons than their
daughters.

2.5.

Traditional beliefs
Traditional beliefs are one of the major root causes of aforementioned perceptions. Traditional
beliefs and practices are attached value in society, even when its consequences may be
detrimental. In this case, traditional beliefs prevent girls from going to schools and pursuing
higher education.

2.6.

Individual inferiority complex
Girls themselves in some cases are the causes of gender disparities. Some girls think that they
are not equal to boys, and may abandon their pursuit of academic achievement. This leads
also the gender inequity of between girls and boys.

2.7.

Harassment by the society and teachers
Schoolgirls may be subject to harassment by the society. In Tanzania, girls experience long
commutes to schools. In all countries, some teachers demand sexual conduct to girls. In such
cases girls are hurt and deter them from attending school.

2.8.

Early and unplanned pregnancy
In Tanzania and Rwanda, reproductive health classes are not conducted despite of its
necessity. Therefore, proper knowledge is not acquired and as a result, some girls drop out of
school because of pregnancy. Even after they give birth, they do not come back to school.

2.9.

The solution for the problems
Based on these proposed problems, we discussed solutions to these problems as follows;

2.10. Strengthening of the legal system
This is the solution for 2.2, 2.4 and 2.7. Early marriage and harassment are violations of the
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law. There is need to strengthen the rule of law to regulate crimes.
2.11. Developing infrastructures
This is the solution for 2.2, 2.4 and 2.7. Even though the government strengthens the legal
system, it is no use if people especially in rural areas solve problems by themselves rather
than resorting to the legal system. Therefore we have to spread the information in those areas
for example, by developing infrastructure of media and ICT systems.
2.12. Activities to develop self-esteem among females.
This is the solution for 2.3, 2.4 and 2.6. The examples of the activities are gender discussion
clubs, training, and counseling and so on. Through these activities, girls can develop
self-esteem. Also parents and community get to learn new perspectives of gender through
interactions with their daughters.
2.13. Provision of gender education in the society especially in rural areas
This is the solution for 2.3 and 2.4. In the society, especially in rural areas, stereotype
perspectives still persist. By provision of gender education, the society can get to know about
the ideas that girls and boys are equal.
3.

Women empowerment especially in rural areas.
This is the solution for all problems. All problems are likely to happen in rural areas because
rural areas are often shut out from the others and are alienated from information. Poverty is also
serious in rural areas. Therefore we must empower women in order to reduce poverty and
prevent these problems.

4.
4.1.

Japanese Cooperation
We discussed about whether we should expand or shrink cooperation in education between
Japan and Tanzania.

4.2.

In Japan, people started questioning aid to foreign countries after the Greater East Japan
Earthquake in 2011. Their concern was that such funds should first be used for domestic
disaster-struck areas. In addition, Japan’s government debt is among the worst in the world.
Therefore, recently many people tend to think that Japan should shrink their aid and should
limit cooperation with only those countries from which Japan can get direct benefit.

4.3.

We considered the aid predicament Japan faces in terms of what benefit both sides of aid
might obtain. For Tanzania, they will be able to learn and adopt Japan’s technology through
cooperation. On the other hand for Japan, Tanzania has a possibility of becoming a large
market of educational materials such as textbooks or laptops. Moreover, through Japan’s
cooperation, Tanzanian people can learn about Japan’s culture, characteristic customs, or its
way of thinking. And this will be helpful in the future, when Japan’s company considers
outsourcing its manufacturing base in Tanzania.

4.4.

As a conclusion, we believe there is need to expand our cooperation between Japan and
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Tanzania. We also have to know each other more deeply to make cooperation easier. In
cooperation, it is very important that both sides know what the other are doing and how to
cooperation are going on to provide a motivation for continuing that relationship and to
understand the meaning of cooperation.
5.

Goals of Education

5.1.

Incorporating the aspects of pass rates of examinations and language of instruction, members
discussed about their perceptions of what goals for education should be in comparison to
educational realities in each country.

5.2.

Goals
Members mentioned the following educational goals; inculcation of knowledge, provision of
necessary skills to become better workers, mental development, and forming cooperative
individuals.

5.3.

Reality
In comparison with the goals of education discussed, some cases that suggested that such
expected goals were not met were identified in Tanzania and Japan.

5.3.1.

In Japan, education apart from equipping students with knowledge and skills often assume
the task of labeling students and graduates according to the academic level of the school.
There is an evaluation system called “hensa-chi”, with which private educational enterprises
label secondary and tertiary academic institution. Many Japanese not only use this system to
decide on the school to enter, but to prejudge other elements of a person as well.

5.3.2.

In Tanzania, the educational sector produces a greater number of job seekers than what
job-openings could absorb. There is intensive competition for job opportunities, yet the
schools do not equip graduates with necessary skills for work.

5.3.3.

In Tanzania and Japan, content and method of education drastically change in accordance to
ascendance in the educational system, such as the language medium change in Tanzania and
teaching methodology change in Japan.

5.4.

The members agreed that education should bear more relevance to social realities, by placing
more emphasis on knowledge and skills that could be applied to the working environment.
There were also proposals to introduce the educational content and method of succeeding
educational levels in the final years of the preceding educational level so as to alleviate the
hardships of transitions when entering higher educational levels.

5.5.

Diversification of evaluation criteria also became a topic of discussion. The majorities of
Tanzanian and Japanese schools evaluate students according to their test scores, whether it be
class subjects, entrance examinations or leaving examinations. Rather, the members discussed
the need to incorporate such aspects as class attendance, participation in classes, and active
involvement in extracurricular activities.
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Ø Agriculture Group
Group Members (Nationality)
KAHUMBA ZENO

(TANZANIA)

MAKUZA IRENE

(RWANDA)

RIZIKI PROSPER

(TANZANIA)

NAJIMA JUMA

(TANZANIA)

YUSUKE KOBAYASHI

(JAPAN)

MIHO NOMACHI

(JAPAN)

LIZWAN C. CHAMBULILA

(TANZANIA)

TOSHIKI NODA

(JAPAN)

01-INTRODUCTION
The beginning of Japanese cooperation to the country; it was the long history of cooperation which
commenced in 1962 when a single Tanzanian was, upon request, accepted for technical training in
Japan. Although the opening of JICA Tanzania Office in 1980 was, need-less to say, an important
milestone in the history of friendship between Japan and Tanzania.
The support from JICA to Tanzania has included Grant Aid, Technical Assistance, financing
projects in government priority areas particularly in agriculture, roads infrastructure, water, energy,
governance and health sectors.
Since then the activities of JICA have continued to grow and expand over the years and now include
not only technical cooperation but also the provision of grant aid and concessionary loans.
Tanzania cherishes the excellent bilateral relations with Japan and JICA over the years. We look
forward to even stronger relationship in the years ahead, as we identify our development priorities
which will enable Japan and JICA, in particular, to find their niche and to demonstrate their proven
expertise, for visible impact in our socio-economic endeavors. Through JICA, Japan supports
Tanzania in agriculture sector in improving agriculture infrastructure like irrigation schemes,
improving agriculture technology through research and technology and training through their
expertise.
2.0-GENERAL OVERVIEW OF AGRICULTURE IN TANZANIA
Agriculture is the base of the Tanzanian economy. It accounts for about half of the national income,
three quarters of merchandise exports and is source of food and provides employment opportunities
to about 80 percent of Tanzanians. It has linkages with the non-farm sector through forward linkages
to agro-processing, consumption and export; provides raw materials to industries and a market for
manufactured goods.
Agriculture in Tanzania is dominated by smallholder farmers (peasants) cultivating an average farm
sizes of between 0.9 hectares and 3.0 hectares each. About 70 percent of Tanzania’s crop area is
cultivated by hand hoe, 20 percent by ox plough and 10 percent by tractor. It is rain fed agriculture.
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Food crop production dominates the agriculture economy 5.1 million hectare cultivated annually, of
which 85 percent is under food crops. Women constitute the main part of agricultural labor force.
The major constraint facing the agriculture sector is the falling labor and land productivity due to
application of poor technology, dependence on unreliable and irregular weather conditions. Both
crops and livestock are adversely affected by periodical droughts.
2.1-‐POTENTIALS	
  IN	
  THE	
  AGRICULTURAL	
  SECTOR	
  
Tanzania is well endowed with land and variety of farming systems with climatic variations and
agro-ecological conditions and available work force. Main crops grown, the major staples include
maize, sorghum, millet, rice, wheat, pulses (mainly beans), cassava, potatoes, bananas and plantains
export crops include coffee, cotton, cashew nut, tobacco, sisal, pyrethrum, tea, cloves, Horticultural
crops, Oil seeds, Spices and flowers.
2.2-‐CHALLENGES	
  IN	
  AGRICULTURE	
  SECTOR	
  
The sector is characterized by low production capacity caused by unreliable and irregular weather
conditions, pests and diseases, poor technology, and poor infrastructure, lack of government support
or involvement and lack of market for agricultural products and poor of economic diversity which
real needs transformation
2.3-‐AGRO	
  –	
  ECOLOGICAL	
  ZONES	
  (AEZ)	
  
• Coastal plains
• Eastern plateaus and mountain blocks
• Southern Highlands
• Northern rift zone and volcanic highlands
• Central plateau
• Rukwa – Ruaha rift valley
• Inland Sedimentary
• Ufipa and Western highlands
3.0-GENERAL OVERVIEW OF AGRICULTURE IN JAPAN
Crop production is vital to Japan despite limited arable land (13% of the total area) and the highest
degree of industrialization in Asia. Steep land (more than 20°) has been terraced for rice and other
crops, carrying cultivation in tiny patches far up mountainsides. With the aid of a temperate climate,
adequate rainfall, soil fertility built up and maintained over centuries, and such a large farm
population that the average farm has an area of only 1.2 ha (3 acres), Japan has been able to develop
intensive cultivation.
Agriculture exists in every part of Japan, but is especially important on the northern island of
Hokkaido, which accounts for 10% of national production
Since World War II (1939–45), modern methods, including commercial fertilizers, insecticides,
hybrid seeds, and machinery, have been used so effectively that harvests increased substantially
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through the 1970s. Japan is the second-largest agricultural product importer in the world (after the
US), with total agricultural product imports of $34.6 billion in 2001. At $32.1 billion, Japan had the
largest agricultural trade deficit in the world that year
There are two main types of agricultural fields in Japan: irrigated rice fields called
Tambo or suiden; and non-irrigated fields called hatake that are used mostly to grow vegetables.
Although you can find some terraced rice fields in Japan, most rice is grown on low-lying alluvial
plains and valley bottoms that are easy to irrigate. The hatake are often found on higher, drier
ground that is difficult to irrigate
3.1-‐POTENTIALS	
  IN	
  THE	
  AGRICULTURAL	
  SECTOR	
  
Japan is well endowed with green economy and fertile soil for agriculture with high technology,
good infrastructure and economic diversity. Major crops are rice, sugar beets, vegetables, fruits. In
much of Japan vegetables can be grown year round. Among those that grow well in the winter are
potatoes, sweet potatoes, cabbage, taro, carrots, and a variety of turnips and radishes
3.2-‐PROBLEMS	
  IN	
  AGRICULTURE	
  SECTOR	
  
The most striking feature of Japanese agriculture is the shortage of farmland, lack of work force
(labor), farmers face droughts and typhoons in the summer and agricultural pests and diseases.
3.3-‐AGRO	
  –	
  ECOLOGICAL	
  ZONES	
  (AEZ)	
  
• Hokkaido-North of Japan, wheat, stockbreeding, fishing, corn, potato
• North Eastern Area-Growing rice, fruit
• Highlands-Vegetables, making use of cold temperature
• Okinawa Southwest Island -Sugar cane, pigs,
4.0-FINDINGS AND ANALYSIS
4.1-‐STRONG	
  POINTS	
  TANZANIA	
  HAS	
  FOR	
  JAPAN	
  
01-FARM LAND: Tanzania has about 44million hectares for agriculture that is large size of farm
land available for cultivation. About 21 million hectares are estimated suitable for rice cultivation.
This farm land is distributed approximately equally across the country. Some places are flat land
surface while others are mountainous.
02- FAVOURABLE CLIMATIC CONDITION: the weather condition is favorable with moderate
temperature and seasonal rainfall that allows variety of crops to be grown. In northern parts have
climatic condition allows to grow coffee, banana while in the southern part tea, maize, wheat and
tobacco.
03- AVAILABLE WORK FORCE: 80% of Tanzania population engages in agriculture activities.
04- MARKET FOR AGRICULTURAL PRODUCTS: for the cash crops like tea, rice, coffee,
tobacco and oil seeds are highly demanded in the world market including in
Japan.
4.1-‐STRONG	
  POINTS	
  JAPAN	
  HAS	
  FOR	
  TANZANIA	
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01- ECONOMIC DIVERSITY: Japan is economically diversified, that engages in many economic
activities like services sectors, tourism and manufacturing industries.
02- ADVANCED TECHNOLOGY: Japan has agricultural technology example in irrigation schemes,
agriculture chemicals (pesticides) and in agriculture research and development issues.
03- GOOD INFRASTRUCTURE: transportation, stores, equipment and energy are available to
facilitate agriculture activities.
04- MARKET FOR AGRICULTURAL PRODUCTS: the demand of rice, fruits, oil seeds and
vegetables give opportunity for Japanese products in Tanzania.
5.0-CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Forces or a cause of the relationship between Japan and Tanzania is diverse, ranging from economic,
social and political aspects. In economic aspect there is agriculture which can strengthen the
relationship between these two countries.
Agriculture in Tanzania is stagnated despite its potential of large arable land and work force
available compared to Japan which has small arable land but with intensive agriculture. In some
instances these two countries may be able to avoid or overcome their weakness to improve
developments in agriculture. These improvements in agriculture acts to increase development for the
whole country but real this need committed governments in their relationship.
Based on discussion the following factors are found to be significant in determining agriculture
developments, level of technology, infrastructure, committed government, workforce available and
market for the agricultural products with the support of favorable weather condition.
Based on the findings and analysis, the following policy implication or recommendation comes to
light for exploring the relationship between Japan and Tanzania through agriculture
01- Strengthening government’s capacity both of Tanzania and Japan to combat natural calamities,
particularly in areas prone to droughts and floods
02- Incentives to both Japanese and Tanzania investors to invest in agriculture infrastructure like
irrigation schemes in Tanzania in order to utilize the available idle arable land
03- Sharing of expertise from Japan and Tanzania to discuss on different policies which help in
improving agricultural activities especial on the ways of choosing good seeds, ways of cultivation,
proper pesticides to use and good ways for harvesting and storage facilities.
04-The technology that the Japanese have can be used to solve the problem of poor technology in
Tanzania for the agriculture activities such as agriculture machinery and agriculture chemicals for
example JICA activities from Japan.
05-To create free trade agriculture agreement between Japan and Tanzania in order to facilitate
agricultural products trade
06-With the help from Japan, Tanzania should engage in developing manufacturing industries and
transport system so as to be able to export manufactured products of high quality.
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LONG LIVE THE FRIENDSHIP BETWEEN TANZANIA AND JAPAN!
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Ø Aid Group
Group Members (Nationality)
ANTHONY PETER

(TANZANIA)

LILIAN KIBWANA

(TANZANIA)

PHILEMON ANDERSON KAMNA

(TANZANIA)

EUGENE MAZIMPAKA

(RWANDA)

AYA HARASHINA

(JAPAN)

YU AJISHI

(JAPAN)

MARIE MURAKAMI

(JAPAN)

The composition of final report of Aid Group
1. Introduction
2. Discussion Topics
3. Conclusion and Recommendation
1. Introduction
The main theme of our conference is “Explore the future relationship between Tanzania and Japan,”
and one of the specific points of our conference is “learn from each other”. So we discuss not only
about what Japan can do for Tanzania but also about what Tanzania can do for Japan.
2. Discussion Topics
2-1.The kinds of aid that Tanzania needs
There are two kinds of aid: Humanitarian aid and Development aid. Humanitarian aid is related to
each people’s life, without which people in the recipient country probably die. It is needed for
example when it happen draught, flood, or earthquake. Tanzania is an ASLIM country, which
receives refugees from other countries, and sometimes has got to receive humanitarian aid, and
Japan also got humanitarian aid when huge earthquake happened and resulted in emergence
situation.
2-2.How should aid be given? ― from general perspective－
We discussed about conditionality and selectivity which are both kind of standards which donors
apply when they decide to give aid.
Conditionality includes policy and implementation. Policy means that donor demands recipient to do
particular policy, and implementation means that when donor gives aid, how that aid is related to
donor’s own economy. Selectivity means that donor selects which country or which area to give aid.
Mixing up with the kinds of aid, humanitarian and development, we made a chart, which shows each
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standard can be allowed for each kind of aid
2-3. How should aid be given?
― from two country relationship, Tanzania and Japan－
We confirmed three kinds of feature of Japanese aid, comparing to other donor’s aid, and the three
are; sustainability, fungibility, Governmental Organization. Also, based on advantages of each
donor’s aid, we discussed which donor’s aid Tanzania actually needs. Each features meanings and
advantages are like below chart.
Sustainability

Meaning
Advantage

Japan

UK

Not give tools but explain
how to use it.
Recipient gets to know
how to use it

Give tools but not explain
how to use it.
Recipient gets what they
want quickly.

Japan

UK

Japan chooses sections or
projects that Japan want to
give aid to, not directly to
financial budget.
Money tends to be used
appropriately, not for

The UK gives aid to
Tanzanian’s
financial
budget directly.

Fungibility

Meaning

Advantage

Recipients get ability of
how to use money.

military budget.

Governmental Organization

Japan
Meaning

U.S.A

Japan
does
projects U.S.A
does
projects
through JICA, which is through
NGOs.
The
sub
governmental government gives money
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Advantage

organization.
The
government gives money
to JICA, and JICA actually
does projects.
Approach
to
both
government and residents

to NGOs, and NOGs
actually do projects.

Mobility is high;
can
corresponds to a changing
situation quickly

2-4. What kind of environmental preservation does Tanzania need, and What kind of aid does
Japan give to Tanzania?
Japan wants to get good reputation through giving aid at the areas where Japan has advantage,
comparing other donors, and one of those areas is environmental preservation. Japan has
experienced various environmental issues while it experienced very rapid economic development, so
Japan has good technology relating to environmental preservation.
Of course, Tanzania receives aid about environmental preservation if it can get. The problem is,
however, priority of what kind of aid Tanzania receives. What kind of environmental preservation
does Tanzania try to get, if any, comparing other important aid such as education, infrastructure or
health. To solve this problem, we confirm what kind of environmental preservation related aid
Tanzania needs.
2-5. The strong points of Tanzania in order to receive aid from Japan
Japan tries to give aid only to such countries from which Japan can get some benefits, for Japan has
only limited resources recently. We confirmed that there are among three areas that Japan wants to
get benefits through giving aid to Africa. After that confirmation, we discuss whether Tanzania has
strong points in each area.
The three areas are
・Contribution to the peace in Africa
・Stability of peace in its own country
・Support Japan to have more power at United Nations
2-5-1. Contribute to stability and peace in Africa?
We think about Tanzanian contribution to the peace in Africa, from two perspective,
directly and indirectly, and Tanzania contributes not directly but in directly. The meanings of each
word and conclusion is that
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Meaning
Directly
Indirectly

Tanzania
does or not

Sending their own troops into conflicts scenes, to No
make peace
1. Sending their troops to UN or AU
1. Yes
2. Diplomatically the president or high level officers
go to the country in conflicts in order to negotiate 2. Yes
peace contract

2-5-2. Experience conflicts in its own country?
Tanzania has almost no possibility to experience conflicts in its own country. There is and
will be issues about the natural gas, Tanzania will get in the near future, and there happen some
incidents about it, it will not result in big conflicts.
2-5-3. Agree that Japan has more power at UN?
It depends on the issues, and depends on the amount of aid to Tanzania. For Example, on
the issues between USA and Japan, Tanzania should try to support USA, not Japan, for USA is the
largest donor for Tanzania. On the other hand, on the issues between Japan and France, Tanzania
should support Japan, because Japan gives more aid to Tanzania comparing to France.
3. Conclusion and Recommendation
3-1. The kinds of aid that Tanzania needs
We finally concluded that usually Tanzania needs development aid, and in case of emergency, we
should spare money from development aid into humanitarian aid.
Of course humanitarian aid is so important because it is closely related to people’s life. The priority
is, however, development first mainly because development aid can contribute to development, and
can prevent emergency, for which humanitarian aid is needed, though humanitarian aid has not so
much impact on development.
3-2.How should aid be given? ― from general perspective－
The contents of chart can be applied generally, including the relationship between Tanzania and
japan. So we can say that the chart shows how Japan should give aid to Tanzania, and how Tanzania
want to receive aid.
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Conditionality Policy
Implementation
Selectability
Selectability

Development Aid

Humanitarian Aid

×
△
○

△	
 
○
×

※○ means it is acceptable, or it can be allowed, △ means it depends on the situation, and ×means it
is not acceptable, or it can be allowed.
3-3. How should aid be given?
― from two country relationship, Tanzania and Japan－
3-3-1. Sustainability
What Tanzania needs is how to use tools, not tools it self, for Tanzania is not in so
emergence situation.
3-3-2. Fungibility
Tanzania needs projects based aid. The key point is whether or not the government can use
the aid properly, but Tanzania government is not still able to use it properly. So donors should give
aid on the basis of projects.
3-3-3. JICA or NGOs
We have to rethink about the mobility of NGOs, and rethink that NGOs could eat up the
money they get, but even if there is mobility to some extent, the impact of JICA is much bigger than
that of NGOs, so we should choose JICA, though JICA has to develop and hire more experts who
can hear and think about what is actually happening in very rural area.
3-4.What kind of environmental preservation does Tanzania need, and What kind of aid does
Japan give to Tanzania?
What kinds of environmental preservation related aid does Tanzania need?
・Agriculture
Terracing
Over grazing
Burning forests
Lack of technology to use lands sustainably
・Tourism
Balance between habits of residents and national park
・Garbage
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Bioenergy – making garbage dam at the same time
What kind of aids can Japan give to Tanzania’s environmental problem?
Technology to use lands sustainably
Terracing well, without damaging soil
Rotation
Bioenergy, although it needs much money
3-5. The strong points of Tanzania in order to receive aid from Japan
3-5-1. Contribute to the stability and peace in Africa?
We think about Tanzanian contribution to the peace in Africa, from two perspective,
directly and indirectly, and Tanzania contributes not directly but in directly. The meanings of each
word and conclusion is that

Meaning
Directly
Indirectly

Tanzania
does or not

Sending their own troops into conflicts scenes, to No
make peace
Sending their troops to UN or AU
Yes
2. Diplomatically the president or high level officers
go to the country in conflicts in order to negotiate 2. Yes
peace contract

3-5-2. Experience conflicts in its own country?
Tanzania has almost no possibility to experience conflicts in its own country. There is and
will be issues about the natural gas, Tanzania will get in the near future, and there happen some
incidents about it, it will not result in big conflicts.
3-5-3. Agree that Japan has more power at UN?
It depends on the issues, and depends on the amount of aid to Tanzania. For Example, on
the issues between USA and Japan, Tanzania should try to support USA, not Japan, for USA is the
largest donor for Tanzania. On the other hand, on the issues between Japan and France, Tanzania
should support Japan, because Japan gives more aid to Tanzania comparing to France.
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Ø Business Group
Group Members (Nationality)
MATANA MADUHU

(TANZANIA)

SIA MOLLEL

(TANZANIA)

MEI KANEKO

(JAPAN)

SAWAKO OKODA
KIYOHIRO TSUCHIYA

(JAPAN)
(JAPAN)

Subtopics :
-‐

Financial perspective

-‐

Technological perspective

-‐

Aids to Trade perspective

FINANCIAL PERSPECTIVE:
Weak points on Tanzania:
1. Customer services align mainly to the corporate so as to reduce risks hence ignoring the
small business people.
2. The access to funds is limited
3. No industry specialized banks [a bank specialized to cater for the specific sector like
agriculture]
4. Legal system
Strong points on Tanzania:
1. Diversity of banks and small micro-finance institutions
2. Commercial banks’ willingness to invest in SMEs
3. Profitability from SMEs encourages more to get in to the financial sector e.g. CRDB Bank
Weak points on Japan:
1. Financial sector is positively related to the sectors of other countries hence during
depression, their financial position is also affected.

Strong points on Japan:
1. Have industry specialized banks
2. Strong legal system
3. Diversity of banks
4. Strong government policies and programs
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TECHNOLOGICAL PERSPECTIVE:
Strong points on Tanzania:
1. Room for other companies to invest in technology
2. The existing resources in Tanzania like gas, uranium
3. Readily available workforce.
Weak points on Tanzania:
1. Poor Address system / postal system
2. Load shedding [electricity supply not reliable]
3. Innovation is still minimal
4. Huge investment on the people to channel them to required standards.
Strong points on Japan:
1. Good Address system
2. Have a good infrastructural network e.g. roads
3. Have sophisticated technology
Weak points on Japan:
1. On perspective of Tanzania, the already established companies do not readily invest in
Tanzanian people to have their skills.
2. Monopoly of resources like electricity in Tanzania may push away Japanese investment in
Tanzania.
AIDS TO TRADE PERSPECTIVE:
Strong points on Tanzania:
1. Government support to some extent especially on agriculture
2. Available resources not yet exploited
Weak points on Tanzania:
1. Unutilized resources
2. Minimal innovation
3. City planning not to the standard of the actual growth.
4. Limited technology for value addition
5. A lot of localization hence little business benefits.
Strong points on Japan:
1. Technology being advanced aids in various trading activities
2. Presence of merging and little localization of businesses.
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Weak points on Japan:
1. Merging being very much done hence the concept of localization of businesses does not
very much exist.
TOPIC FROM JAPANESE SIDE:
1: Japanese enterprises entering Tanzanian market
Strong points of Tanzanian market
Ø

Political stability

Ø

Emerging infrastructure demand

Ø

Natural Gas Potential

Ø

Its geographical advantage

Ø

Huge workforce whose quality is improving

Ø

Glace period which permits foreign company not to pay the tax for the first 5 years

Weak points of Tanzanian market
Ø

The small number of fully educated population

Ø

Governmental restrictions

Ø

Limited access to electricity: related to the public monopoly TANESCO

2: Tanzanian enterprise entering Japanese market
Ø

Fishery has a huge potential in Tanzania and the big market in Japan.

Ø

Service industry can also enter the Japanese market, restaurant, travel agent and the English
communication lesson on the skype.

⇔	
  Japanese market is highly competitive.
3: Developmental impact brought by Japanese company’s business activity
Positive effect
Ø

Employment creation: 7000workers at AtoZ and Sumitomo Chemical joint venture.

Ø

Improving infrastructure: JICA is doing the infrastructure project which improves the
environment surrounding the Japanese companies in Tanzania.
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Ø

CSR activity: Building school, planting trees, providing school meal and so on.

Passive effect
Ø

Too much dependence on foreign companies’ technology and its environment.

Ø

Too much exploitation by foreign companies, concerning on royalty.

Question for FINAL Conclusion:
v If Tanzanian business people want to merge, what good case sharing could we get from Japan?
1. Convenience stores all having the same names [seven eleven; family mart] ; have different
owners but have the same name; internet usage in records of stock; ATM in the stores
2. Transport system/ postal system [Logistics company linkage with convenience stalls]
3. Good address system
4. Specialized convenience stores
5. Coffee, drinks, music, etc... Customer service... [one-stop shop stores]
6. Transport services [buses / taxis with specific routes, schedules, wireless system]
v What kind of Japanese companies with Japanese technology can produce the benefit both to
Tanzania and Japan? [That company wants to reach Tanzanian Market]
-‐

Toyota, Mitsubishi, Sumitomo Chemical, Panasonic

Bases on Technology
Ø

Technology

・Agriculture-need to be more productive.
→Japanese agricultural technology can help Tanzanian agriculture develop.
・Electricity-current situation -Monopolization by the TANESCO. If the legal and political system
allows the Japanese company to enter the Tanzanian electricity market, it will diversify the
electricity resource and improve Tanzanian electricity market as a whole.
Ø

City Planning

There is no Tanzanian city planning company so far. There is such a huge market for the Japanese
company which has high technology of facilitating the city.
Example; DAR>lack of water supply, road, but ready to use the solar power.
Although China installed the water supply system, it is not working well.
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Ø

Postal system

Valid address system which enables convenient logistical system of product delivery; door-door
service is crucially needed. Moreover, it improves the water and electricity system in terms of
charge.
Ø

Don’t hesitate to start if you have an ability and confidence!!

The End.
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個人感想：松嶋徹郎
【「アフリカ」という表現】
	
  「MPJ ユースとはどのような団体ですか？」と質問されたとき、
「アフリカについて学習
し、伝える活動をしています」と答えることが多い。そのときに「アフリカはどこ？」と
聞かれることは少なく、広大で多様なアフリカを一括りに表現してしまうことに抵抗を感
じつつ、それ以上説明することなく終わらせてしまうことが多い。
	
  以前から知識として「アフリカは多様であって、あたかも一つの国かのように表現する
ことは適切でない」と理解していたつもりであったが、渡航を経て改めて、身を以て感じ
ることができた。
	
  本研修では、タンザニア、ケニア、ウガンダ、そしてルワンダ出身の人々と交流するこ
とができたのだが、その結果、「東アフリカ」とまとめて考えることでさえ困難であると感
じた。容姿的特徴や言語、政治、教育や気候、資源の有無や伝統文化など、全ての面にお
いてそれぞれ相違がある。「違いはあれど、世界を俯瞰したときに東アフリカは共通項が多
く、一括りにできるのでないか」と思う人がいるかもしれない。しかし、ICT に力を入れ
るルワンダと、農業振興を掲げながら今後の天然ガス開発に期待するタンザニアは経済発
展の道筋から違い、政情が安定しているタンザニアと政情不安のあるケニア、内戦の歴史
を持つウガンダとルワンダでもまた、歴史認識や社会についての通念が異なっている。
	
  更には、「タンザニア」も一括りにして語るべきではないのかもしれない。タンザニアは
国策として部族制を否定してきたため、部族による区分は殆ど見られない。一方で、所得
や生活様式には地域間格差が大きく、教育レベルに応じた社会階層化も認められる。交通
や教育などに関するインフラの不足によりそれらの格差が定着し、日本などよりも固定化
されているようにも感じた。
	
  格差に関して感じたエピソードを二つ紹介する。一つ目は、話をした複数のタンザニア
人から、現在のタンザニア経済の成長率に見合った生活の改善が感じられないと聞いたこ
とである。その理由として、収益が資源産業に傾き、所得が分配されていないとの指摘が
なされていた。二点目として、自分を乗せたバスが車線変更をした際に後続の車輛と接触
事故を起こしたのだが、その相手は政府の役人であり、バスの運転手とガイドが相手の車
の損壊部品を弁償しなくていけなくなった。渋滞気味の状態の中で相手車輛がブレーキを
余りかけずに衝突したにも関わらず、相手が政府の人間であったためどうしようもなかっ
たと運転手から聞いた。
	
  「アフリカ」「東アフリカ」「タンザニア」という言葉は、実際はどの地域、国、階層や
集団、分野（農業、教育など）を指すのかを明確にしない限り、情報の文脈を適切な範囲
を超えて一般化するおそれがある。今後も個人レベルでの団体紹介や日常会話においては、
より具体的に活動内容を説明していくことを心がけると同時に、団体としても「アフリカ」
をより細分化して捉えていく必要があるのではないかと考えている。
【食物のないところに人はいない】
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  これまで、「貧困や飢餓は人に襲いかかる」というイメージを持っていた。しかし、タン
ザニアにおいて食糧は 100%近く自給されており、「そもそも食べていけないところになど
人は住まない」という言葉を聞いた。知識としては理解していたつもりだったがそれでも
認識の転換が必要だった。勿論不作の年はあるが、それは農民が貯蓄の文化を始めるなど、
意識面の変化があれば大きな問題にならないと思われるほど農耕可能地も労働力も余裕が
ありそうである。インフォーマル経済が発達し、多様性には欠けるが商業従事者は多い。
人の活力を感じることが多く、共同体としての計画性と個々人の意識の変化という課題は
あるようだが、貧困や飢餓に対するタンザニアでの考え方は日本で感じていたものとは大
きく異なっていると感じた。
【We don't know about Tanzania, we don't know about Africa】
	
  渡航最終日、学生会議を行なったダルエスサラーム大学の学生から、タンザニア、そし
てアフリカについて学ぶための新しい団体を結成したいと伝えられた。その際ダル大の
Lizwan が新団体の意図を説明するために使った言葉が表題のものである。
	
  この研修を通じて、研修側は数えきれないほどのもの得る機会を与えられたと感じてい
た一方で、与えられるだけではなく誰かに何か影響を与えることはできていたのか、と自
問することが多くあった。もし我々との会議を通じて、ダル大の学生が、もっとタンザニ
ア、そしてアフリカについて、もっとよく理解したいと感じてくれたのであれば、これ以
上嬉しいことはない。
	
  この新団体が本当に結成されるか、そして成功するかどうかはわからないが、大陸を跨
いでアフリカと発展について、共通の関心を持った生徒（と OBOG）が繋がり合い、互い
の地元で活動し、夢と目標と野心とを共有することができれば、素晴らしいと感じ、今後
もそのネットワークを繋げ続けていきたいと考えている。本会議では、二年前に訪れたル
ワンダから、当時の参加者が駆けつけてくれ、日本—タンザニア関係だけでない新たな側面
を議論に加えてくれた。この経験をもとに、研修があと数年続けば、今度は各国から過去
の会議参加者を集めて、「African International Youth Conference」のようなものを開き
たい、とメンバー内で話している。また新しい目標を得ることのできた、研修であった。
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個人感想：金子明
大学生活最後の一年を捧げたと言っても過言ではないタンザニア研修が 3 月 7 日を以て
一旦完結した。MPJYouth に加入して早三年。一度も行く機会がなかったアフリカ研修に、
最後の最後で参加出来た。運営上は多くの問題が立て続けに起こるなど一時は中止も視野
に入れたが、最終的に実現に漕ぎ付け、全員が二週間の日程を全う出来たことは本当に嬉
しいし、全員の努力の賜物だと思う。全体のロジについては引き継ぎに譲るとして、ここ
では私“個人”の本研修に対する思い、学んだことを書き連ねたいと思う。
	
  私がアフリカに興味を持ったのは小学生の頃、UNICEF で働くことが将来の夢になり、
何故か分からないが東大に進学する事を中学の時に決め高校を受験、高校三年間受験勉強
を重ね、東大へ進学。私の中学校から高校までの原動力は、UNICEF で働くという夢だっ
た。大学に入ると様々な可能性が見えてきて、その夢は少しずつ揺らいで行った。勉強を
していくうちに、アフリカ自体の発展、援助の限界などを知り、4 月からの進路は民間企業
を選択した。このような中で卒業旅行としてタンザニアを選んだのである。
	
  まずはアルーシャ郊外の小学校訪問。土曜日にも関わらず小学生達が来てくれていた。
窓がないために砂埃が吹き込む教室で、ソフトドリンクと牛肉入りピラフの昼食を一緒に
食べた。普段は食べることのない贅沢な昼食を大盛りにして急ぐように食べ、自分のソフ
トドリンクを大事そうに抱えてゆっくり飲む彼らを見て、自分の夢を再確認させられた。
校舎があり、制服を着て、学校に通うことの出来ているのだから良い方なのかも知れない
が、毎日給食があれば、砂埃を防ぐ窓があれば、衛生的な水源、トイレがあれば、と彼ら
の学習環境の改善の必要性を考えずにはいられなかった。
	
  続いては、BOP ビジネスの在り方について。Base Of Pyramid 層を対象にしたビジネス
が提唱されて久しく、数々の実践も積み上げられてきている。日本においても概念は浸透
していると思われるが、積水化学の荒波さんはその定義を「これまで経済活動に参加して
こなかった住民を経済活動に取込むのも BOP ビジネス」と話され、新たな視点を提示して
下さった。さらに、駐タンザニア日本大使の岡田大使は、
「BOP ビジネスなんてなくなれば
良い」、つまり顧客のニーズに合わせた商品を開発・販売することはビジネスの基本であり、
BOP ビジネスと特別に取り立てることはないというお話をして下さった。これから社会人
として企業に勤めるが、このような視点を持って途上国に対峙していきたいと感じた。
	
  次は、今回訪問させて頂いた商社の社員の方々のお話から、日本人、日本企業の体質に
ついて考えさせられた点を振り返りたい。共通するのは、
「It’s tough to persuade Japanese
HQ」、
「Japanese examine the situation carefully, but don’t try」という認識であった。私
自身のメンタリティーを指摘されているようで納得してしまった。街中を見渡しても、天
然ガスなどの資源を勘案しても、タンザニアにはビジネスチャンスが溢れていると感じた
が、そこで二の足を踏んでしまうのが日本企業であり、そうこうしている内に他の先進国
企業や新興国企業に市場を独占されてしまう。自分で足を運ぶこともしないで最初から難
しい、出来ないと決めつけてしまうことのリスクを実感した企業訪問となった。
77

	
  卒業論文において中国の援助政策と日本の対アフリカ援助政策の相関関係のようなもの
を扱ったため、JICA の対タンザニア援助についても大変興味があり、現地で職員の方々の
お話を伺う機会に恵まれたが、日本の対アフリカ援助が直面している厳しい現実を垣間見
た。中国タンザニア友好病院、KOICA の大きな宣伝看板がダルエスサラーム市内で目立つ
一方、JICA はその存在感を感じることが出来なかった。「日本がトップドナーの頃は宣伝
をしなくてもプレゼンスを発揮出来ていたが、今は宣伝をしないと本当にプレゼンスを失
ってしまう」という職員の方の言葉が切実であった。さらに、教育や保健衛生分野より、
日本企業が裨益するインフラ分野への ODA 供与の方に予算が付き易い、つまり日本企業基
準で ODA 予算配分を行う方向へシフトしているという現実も話して下さった。タンザニア
にとって本当に有効な援助をしたいという気持ちと納税者である日本国民への説明責任の
狭間で揺れる ODA 執行組織の苦悩を目の当たりにしたような気がした。私自身援助に携わ
る夢を追いかけて来たこともあり、このような現実を見ると、月並みな言葉ではあるが、
国益が関わる ODA は、援助国の為のものなのか、被援助国の為のものなか分からなくなる。
	
  今回の研修では UNICEF Tanzania の事務所も渡航直前で訪問実現が決定し、お話を伺
うことが叶った。そこで、予想もしない運命的な再会が待っていた。2009 年夏に別のプロ
グラムでミャンマーへ渡航した際に、UNICEF Myanmar 事務所を訪問させて頂き、そこ
で日本人職員の方から保健分野についてお話を伺った。そして、今回訪問の日時調整をし
て下さり、UNICEF Tanzania の保健分野についてお話をして下さった方が、まさに 3 年
半前にミャンマーでお会いした方だったのである。小学校の頃から夢にまで見た UNICEF
という機関において、3 年半前にミャンマーという僻地でお会いした方に今度はタンザニア
で再会するという衝撃的な偶然が待ち受けていたのである。まだまだ将来どうなるか分か
らないが、UNICEF に運命を感じずにはいられなかった。
	
  最後に学生会議での出会いについて記し、この個人感想を締め括りたいと思う。アフリ
カ人の大学生については色々な話を事前に聞いていたため、学生会議初日は期待半分不安
半分でダルエスサラーム大学に乗り込んだ。しかし、そこで待っていたのは情熱に溢れ、
賢明で、面白く、同じ話題で頷くことの出来る大学生たちであった。彼らとの議論からは
多くのことを学び、自分自身の勉強不足も思い知らされた。松嶋君がプレゼンに書いたよ
うに、彼らは私たちにとって「Lifelong friends and colleagues」となる存在であるという
確信を抱いたのであった。
二週間の研修で学んだことはあまりにも多くここに全てを書き表すことは出来ない。け
れど、初めてアフリカの地を踏んで思ったのは、アフリカはもはや恐れ多い未開の地では
なく、チャレンジしていくべき土地であるということであった。豊富な若年労働人口、肥
沃で広大な農地、天然ガスを始めとする豊富な賦存資源、優秀な人材、数え出したらきり
がないほど魅力があり、ここで二の足を踏んではいけない。企業人になる直前というこの
タイミングで、このメンバーでアフリカに渡航出来たことは、他に代え難い素晴らしい機
会を得たと思う。ここで学んだことを胸に、これからもアフリカに関わって行きたい。
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個人感想：大小田紗和子
１、偏見と認識不足
	
  研修の日程の中で、ある日本企業のタンザニア事務所で所長を務めるインド系タンザニ
ア人の方にお話を聞く機会があった。私は彼の話に魅了され、4 月から働く職場でもこんな
上司の方がいるといいのになという感情を抱いた。私はなぜこのような感情を抱いたのか。
それは、彼が目の前にいる日本人のことをしっかりと認識していたからではないか。話の
内容だけでなく、私達に常に気を配る振る舞い、強弱がある話し方や間の取り方、そうい
ったことすべてが私達、日本人の嗜好に合っていた。実際に「タンザニアでの案件を、決
定権を持っている日本人に説得するときに苦労することはなんですか。」と質問したときに、
おっしゃった。「日本人は自分が思っている以上にマイナスな点を見るとすぐに進出は無理
だと考えてしまう。自分の認識以上のものをすぐにリスクと捉えてしまう。例えば、身近
な例で言うと、ホテルや空港でのスタッフの対応や電気や水へのアクセスが悪かったとき
など。だから私達は彼らの文化や礼儀を理解し、満足してもらえるよう様々な工夫をして
いる。」
	
  実際、現地での 14 日間、内容について触れることはできないが、ささいなことで自分自
身の中に存在する偏見と認識不足を実感するできごとが多々あった。大学生活、アフリカ
について学ぼうと努力してきたつもりだったので、このような実感を受けたことに多少シ
ョックではあったが、「知っているつもり」という自負がいかに怖いことかを理解するとと
もに、実際に偏見や認識不足といった壁を突き破り、タンザニアと日本の関係を繋げてい
るタンザニア人所長の言葉を思い出した。彼の言葉を忘れず、私自身の偏見と認識不足に
立ち向かっていきたい。
２、「幸せ」とはなにか。
	
  個人的に、こういった議論は好きではない、というか答えがでず混乱してしまうので、
あまり述べたくないのだが、自分にとっての節目として、学生時代ずっと悩みつづけてき
たことに触れておきたいと思う。
	
  ダルエスサラームのホテルのロビーで、タンザニアの北西部に位置するタボラという村
で医師として定期的に派遣され、一回に何百人もの施術やそこの医師たちへの技術指導を
行なっているという 1 人の日本人に出会い、いろんなお話を聞かせてもらった。そこで、
ひょんなことからタンザニア（だけでなくいわゆる途上国）での田舎町にある露店の話に
なった。「商品や内外装など差別化されていないお店がひとつの地域でたくさん存在する姿
を見て、私達は発展が遅れた不便な地域だと考える。けれども果してそれは本当に発展が
遅れて不便な地域なのだろうか。それはある意味、小さな村での争い（＝競争）を防ぎ、
共存しあう最適な方法とも捉えることができるのではないか。」という彼の言葉はこれから
私が行なおうとしていく仕事の意義の根底を覆す。
	
  上記で述べた認識の議論と似てくるが、私にとっての“幸せ”が誰かにとっての“幸せ”
になるとは限らない。相手の価値観は想像を絶するものであるため、理解できるなんて傲
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慢な考えは捨てたほうがいい。そう考えるようになったきっかけは 2 年前に MPJ ユースの
活動としてルワンダを訪れたことである。アフリカのシンガポールと呼ばれるほどの経済
発展をとげている彼らの生活は（もちろん物質的な面で多少の差はあるが）一見すると私
達と変わりはない。けれども、地方の虐殺記念館を訪れ、犠牲者の方々の姿を目の前にし、
被害者であるひとりの学生の話を聞いた時、私自身ルワンダ虐殺の歴史を勉強し把握して
きたつもりであったが、実際に彼らの経験した出来事を想像することはできず、共感する
こともできなかった。その衝撃はいまでも覚えている。そのことによって、ルワンダから
帰国した後、進路を修正したが、それがいまでも正しい選択だったのかどうか答えはわか
らない。
	
  今回も、日本医師の話だけでなく、自分がやっていこうとすることの根底を覆す考えに
多く出会った。この出会いは私の糧になると自負している。正しい道なんて存在しない。
あえていうなら、自分のやっていることが、やっていきたいことが、なんの役に立ってい
るのか、これで果してよいのだろうか。そういった自問自答をどれほど自分の中で持てた
かが、自分の選択は間違っていなかったかどうかを判断する材料になるのではないかと考
えている。今回社会人生活を始める前に、改めて自分の中で疑問の再確認できたことに感
謝する。
３、おわりに
	
  今回のタンザニア研修では現地で活躍するたくさんの方々にお話を聞くことができた。
話を聞くだけでなく、学生会議ではタンザニアの学生と議論を交わすことができた。自分
の住む国とは異なる様子を見ることができた。たくさんの「できた」があり、多くの学び
があった。けれども、これらの学びは 14 日間という短い期間だけで得たのではない。MPJ
ユースという存在とそこで活動を共にする仲間がいたからこその学びである。もちろん、
MPJ ユースでの自分のこれまでの取り組みがすべて満足したものであったかというと英語
力や知識面でもっと突き詰めることはできたはずである。「突き詰めた」と言えることは追
い続ける限り一生ないと思うが、せめて全力で取り組んでいると常に胸を張って言えるよ
うにいたい。
	
  これら学びと反省はここで完結せず、今後この経験をどう社会に還元して行くかという
ことを実践していくことになる。その中でこの先ずっと自問自答しながら道を選択し続け
ていくだろう。そんな時に、話をしたいと思える仲間ができたことこそが、かけがえのな
い私の財産になっていくと自負している。
この研修の成功は、責任者・副責任者の松嶋くんと小林くん、タンザニア研修だけでな
く過去ルワンダ研修責任者・副責任者である夏井さん、大澤さん、ガーナ研修責任者・副
責任者である國仲さん、奥山さんはじめ、これら研修を支えてくれた多くの方々の力があ
ったからこそのものだ。彼らに感謝するとともに、MPJ ユースに在籍した半分以上もの期
間、私が迷ったとき、つらいとき、苦しいときに支えてくれた代表の金子と副代表の味志
に感謝の意を表したい。
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個人感想：味志優
約 2 週間のタンザニア研修から帰国して１週間が経とうとしている。日本食を楽しみ、
アルバイトも再開し、日本での日常に戻りつつあるこの時期に改めてタンザニア研修を振
り返り、いくつかのことを記したいと思う。
まずは、過去の自分との比較の中で１つ。タンザニア研修は私にとって２回目の MPJ ユ
ースの研修旅行であった。２年前にはルワンダ研修に参加した。そのときは大学 1 年であ
ったこともあり、先輩方にいわばおんぶして連れて行ってもらったような状況であったが、
一方で今年は、ロジ調整・勉強会・現地での活動など、積極的にプロジェクトに関わるこ
とができ、その意味では 2 年分の成長を少しは MPJ ユースに還元できたかと考えている。
ただ、今回の研修を通じて、2 年分の成長がいかに小さなものであったか、ということも
実感した。2 年前の研修での個人感想で、私は今後の成長の重点項目として以下の２点を挙
げていた。①英語力、②専門知識・幅広い教養。一方で、この 2 点は私がタンザニア研修
を通して、自分に不足していると感じた点でもあった。2 年前に感じたふがいなさを今回も
同様に感じてしまっていることに、この 2 年の惰性を惜しまずにはいられないでいる。
アフリカ研修の目的の１つは、普段身近に接することの少ない“非日常”なアフリカを
自分の“日常”に組み入れることであると考えている。日本での机上の学びでは、アフリ
カが存在していることを、または自分がアフリカと関わるということを、どうしてもリア
ルに感じることはできない。そんな中、実際にアフリカに渡航し、アフリカを五感で感じ、
アフリカ人と出会い、アフリカ人と接することで、研修メンバーはアフリカのイメージを
自分の中で具体化させ、またアフリカと関わるということをリアルに感じることができる。
ただしかし、帰国後にアフリカを日常化させることを怠ると、途端にアフリカは、また
アフリカでの経験は、非日常化してしまうのだと思う。英語が分からず議論に参加できな
い・発言したいことがあっても伝わらないことを恐れて言えない・専門的な話になると全
く理解できない・専門外の話をされると全く理解できない、といった挫折やあるいは、現
地大学生との確かな友情・彼らの瞳の奥に確かに輝いていた将来への光・現地官僚が語る
将来への熱い思い、といったアフリカの多大なる可能性・それに関わることができる喜び
は、日本での心地よい生活の中、すぐに記憶の彼方へと忘れ去られてしまう。
今回・前回の研修で感じた、挫折・喜び・可能性、こういったものを決して忘れず、い
かに自分のものとして吸収し進んでいけるのか、という点は非常に重要であると思う。そ
の意味で、帰国後も研修はまだ終わってはいないし、また、終わりなどないのかもしれな
いし、むしろ、今ここから研修が始まった、と言っても過言ではないように思える。
「学び、
発信する」団体の 1 メンバーとして、減速することなく精進し続けていきたいと強く感じ
ている。
また、今回の研修で新たに感じたことについてもう１つ記しておきたい。それは私はも
っと懸命にチャレンジしてもよい、ということだ。研修前の日々は、「なんとなく」の連続
であったように思える。授業に出て、テストを受け、ほどほどに自学をし、ネットサーフ
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ィンで夜が更け、また次の朝がやってきていた。いわば、天気良好の航路を選択し、安定
的に舵を取り、同じ港を往復するような毎日であった。ただ、研修の 2 週間はそれとは異
なる日々であった。朝から夜まで議論、ホテルでも夜遅くまで議論・学生会議の準備の繰
り返し。正直に言って、毎日が苦労の連続であったように思える。ただ、その成果は大き
かった。日中のミーティングの中で得た成果は計り知れず、学生会議では濃密な議論を交
わし、生涯の友人を作ることができた。嵐の中を航海した 2 週間ではあったものの、その
結果、大きな宝物を手にすることができ、また、次に嵐が来ても乗り越えられる、という
自信もついた。一度嵐を乗り切った経験・感覚を味わうと、幸か不幸か、もはや凪での安
泰生活には戻れないように思える。そこには確かに心地よさが存在するものの、一方で物
足りなさを感じざるをえないのだ。
さて、私がアフリカについて最も興味を持っている分野は紛争予防・平和構築である。
そして可能ならばその分野で職を得たいと考えていたが、その一方で、心の奥底ではあま
りその選択肢に現実味は無いように思えていた。キャリア形成の複雑さや長さ・求められ
るレベルと今の自分との乖離の大きさなどから、どうせ無理だろう、どうせ他の職に就く
ことになるだろう、と研修前は考えていた節があった。はるか彼方に宝物が確かにあるこ
とを知りながら、嵐を恐れ、凪での生活に甘んじていた。一方で研修後の今では、チャレ
ンジしてみたい、という意気込みが強くなっている。これからの困難への恐れも大きいも
のの、一方でここから始まるやりがいのある日々への期待はそれよりもはるかに大きい。
失敗を恐れずどこまでも進んでいけたらと思う。
今回の研修から本当に大きな影響を受けた。まずは、今回の経験を忘れることなく必ず
自分の血肉に変え続ける。そしてそれを踏まえて全力で前に進み続ける。私の中で研修の
“成功”があるとすれば、それは安全に帰国することでも、滞りなく報告会を終えること
でもなく、研修から得た示唆を生涯通じて実践し、また次の世代にもその経験を伝えてい
くこと、そのものである。貴重な経験を与えてくれた全研修関係者に感謝するとともに、
研修の成功に向けた努力を怠ることなく、恩返しを続けていけたらと思う。
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個人感想：小林祐介	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
	
  タンザニアでは遠くが見渡せる。Arusha から Dar es salaam への道の途中、一面の短草
と所々に見える高木以外に視界を遮るものがない。日本の約 2.5 倍の国土面積を持つタンザ
ニアで、約 4600 万人の人々が生活を営んでいる。小農経営者が労働人口の約７割を占める
この国の経済は決して豊かではない。広大な国土はタンザニアの人口を支え得るだけの食
糧供給を可能にしているが、マラリアなどの病気や洪水など自然災害に対して人々の生活
は脆弱である。そのような状況において、タンザニア政府は経済の基盤である農業を振興
するため、 2009 年“Kilimo Kwanza” （
「農業第一」の意）を発表し、農業生産性向上

のための灌漑設備など農業インフラの整備を重要な施策として掲げた。
“Kilimo Kwanza” に 関 し て 実 際 に Ministry of Agriculture, Food Security and
Cooperatives の事務官の方にお話を伺って、タンザニア農業の発展のために民間企業のア
グリビジネス参入が鍵になると感じ、タンザニア積水化学社長の荒浪亮さんに”ジャトロ
ファ”という植物を用いたバイオ燃料事業についてお話を伺う中でも、アフリカにおける
アグリビジネスの可能性が大いに期待できるという印象を持った。農業の近代化と商業化
は農業を基礎とする経済発展には欠かせない。
また、ダルエスサラーム大学の学生たちも農業をタンザニア経済の基盤として重視して
おり、学生会議の主題の一つとして農業を設定した。まず議論のテーマになったのは、日
本とタンザニアの農業に関する長所と短所を挙げ、互いに補完し合う関係を築く方法を探
ることであった。タンザニア農業の長所は安定した気候と広大な可耕地、そして周辺諸国
への輸出可能性であり、日本農業の長所は高資本投下と高い技術による生産性の高さと生
産物の品質の良さである。両者の長短を補完するために、より一層自由な貿易関係を築く
こと、また、日本からタンザニアへの技術移転、特に稲作の技術と必要な灌漑設備の整備
が提案された。タンザニアの広大な土地に水が張られ、収穫期には豊かに実った稲穂が首
を垂れることを想像すると、タンザニアがぐっと親しみやすく感じる。
学生会議の他のテーマで面白かったことは、農業と工業化についての議論だっ
た。”Kilimo Kwanza”は農業のその先に工業化と経済成長を見据えている。農業振興によっ
て国民の所得を底上げし中産階級を想像すること。農業輸出の拡大により貿易収支を安定
させて資本の蓄積を図ること。このようにして、農業から工業へそして経済成長という筋
をダルエスサラーム大学の学生たちははっきりと頭に描いているように思えた。タンザニ
ア研修を通してタンザニアの政府機関や学生、タンザニアへ進出する日本企業に話を聞く
と、ことごとく農業が重要であるという認識をもっていたように思う。”Kilimo Kwanza”
の下、官民、外資、将来を担う若者たちが共通の戦略をもってタンザニア経済の発展を志
向する、その一体感を強く感じた。
タンザニアの経済成長の大きな一つの節目の時期にあって、様々な人に出会い、話をし、
共にタンザニアの農業の発展を考えたことは、自分自身の成長に繋がっていくと思うし、
また、この経験を将来に活かせるように努力したいと強く感じた。
83

個人感想：原科彩	
 
大学二年生のこの時期でのタンザニア研修は、私に多くの刺激と可能性を与えてくれた。
昨年、都合がつかずアフリカ研修に行けなかったことを今ではむしろよかったと思ってい
る。なぜなら、この一年間で自分の中で大きく変わった考えを今回の研修で確認すること
ができたからだ。	
 
一年の間にアフリカに対する自分の姿勢というものは大きく変わっていた。昨年は興味
のある開発の中でも特に「援助」にしか注力していなかった。その領域においてしかアフ
リカと関わり合えないような気さえしていた。しかし二年にあがった際に、BOP ビジネスと
いった貧困層に対するビジネスのあり方を知った。Win-win の関係を築くことが出来る方法
を知り目から鱗がでた反面、アフリカという地域の実態について実際のところ不明な点が
多くありすぎ、実際にそんなビジネスのあり方がうまくいくのか疑問にも思った。ビジネ
スと一口に言っても、どのようなビジネスチャンスがあるのかが全く想像つかなかった。
そんな過程を経て、どのように自分とアフリカを結び付ける可能性があるのか、どういう
形でアフリカと関わり合いたいのか、日本人の自分としてできることは何があるだろうか、
自分自身に問いかける日々が続いた。援助・ビジネス、果たしてどちらが「アフリカと日
本」の関係としてより適しているのか、模索する日々が続いた。そんな中、アフリカ研修
の公募がかかり、昨年の時点では「アフリカを実際にこの目で見てみたい・MPJ	
 youth に入
った暁にはアフリカ研修には参加しておこう」という意識であったのが今年は「日本人と
しての自分がアフリカと関わる可能性を探るため、アフリカを実際にこの目で見てくる」
というように、自分の将来も踏まえたうえで具体的な目標を立てて研修に参加する姿勢に
変えることが出来たと思う。	
 
	
  タンザニア研修の中で一番印象的だったのはダルエスサラーム大学の学生とのディスカ
ッションだった。私は援助班の一員として参加したのだが、ディスカッションの中でダル
大の学生が、自分たちの力で自国を発展させる、つまり自立していくための手助けとして
援助を位置付けて考えていたのが印象的だった。その期待に関しては自助努力型の援助政
策を強く推し進めている日本は適していると思ったが、彼らが自立するため・彼らを経済
活動に巻き込でいくためにはそれだけではなく、民間も協力して彼らに就労の機会、まさ
しくビジネスチャンスを与えていくことも必要と感じた。	
 
	
  そしてその民間がビジネスチャンスを与えるという点で、積水化学の荒浪さんが行って
いるジャトロファ事業は、彼がおっしゃっていたように、これまで経済活動に携わること
が困難だった人々を経済活動に巻き込んでおり、まさに彼らが自立していくための機会を
提供している典型的な例といえると思った。日本の誇れる知識の高さを活かし、タンザニ
ア国内産業の大部分を占める農業において工夫を凝らした事業の形からしても、タンザニ
アー日本の結びつきを感じさせられる事業形態であると感じた。	
 
今年のタンザニア研修の特色としては、例年よりも企業訪問の数が増え、まさしく援助
とビジネス両方の視点からアフリカ、タンザニアについて考えさせられることが多かった
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点にあると個人的には思う。日本から遠い地に位置するアフリカにおいて日本人が精力的
にビジネスを試みている姿に感銘を受け、そのような現地の人々を経済活動に巻き込むビ
ジネス展開をもっと大きく繰り広げていってほしいと願う一方、しばしば訪問先で「日本
のアフリカに対するバイアスのかかった見方による日本企業進出の消極的姿勢」といった
ことを伺った。実際にこの目でタンザニアを見てきたが、タンザニアは資源が豊富で政治
的に比較的安定している地域であり、現に中国や韓国企業が次々に市場参入しているとい
う実態があった。またそれだけでなく、JICA を中心とし道路・港・鉄道・電力・水・パイ
プラインといった交通インフラの整備が大規模に行われており、その交通インフラが完了
すればタンザニアは自国だけでなく内陸部をも含む物流の通り道となり、これまで以上の
繁栄が見込めるという話であった。話によると、中国企業などは道路建設の時点から参入
し、自分たちが着手した道路周りに他の中国企業をたくさん誘致して中国企業で固めるこ
とを狙っているということだった。そう思うと、今の時点から日本企業は遅れをとってい
ると思う。将来的にも多くの可能性を秘めているタンザニア。その実態を見てきた者だか
らこそより伝えることのできる、タンザニアの魅力というものをこの先も積極的に発信す
る立場であり続けたいと思った。	
 
また、個人的に興味深く感じたもう一つの点は、言語から、もしくは言語に対し国民性
の違いというものが出ていた点である。そのことを一番強く実感したのは、パナソニック
工場で伺った話の中で、スワヒリ語にはざっくりとした「未来」の言い回しはあるけれど
も、細かく「明日」、「3 日後」という表現が乏しいという話であった。確かにそのせいか、
タンザニアの人々は総じて時間にマイペースだという印象を受けた。他にも、荒浪さんは
どうしても日本語―英語―スワヒリ語だとフィルターがかかってしまい、意思の疎通に弊
害が出やすかったため、スワヒリ語を自ら学んだとおっしゃっていた。コミュンケーショ
ンを円滑に進めるためにも、相手の考えを汲みやすくするためにも、相手方の言語を少な
くとも知っておくことはより深いコミュニケーションを図るうえで重要なのだということ
を再認識させられた研修でもあった。	
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個人感想：野町美帆
去年の 10 月のグローバルフェスタで初めて MPJY の存在を知り、12 月に加入。そして
2 月にはタンザニア研修と、今考えるとかなり突発的な出来事だったことを実感する。最初
は異国の地に憧れ、アフリカでも中東でもどこでも良いから、どこかに行ってみたい程度
の気持ちだったと思う。MPJY に入り、毎週の勉強会を重ねるうちに、そんなに簡単に行
かせてもらえる訳では無いな、と思い知らされた。なかなか忙しかったが、その期間に調
べたことがタンザニアへの興味を深めてくれたし、ただ行くだけで終わらせたくはないと
思うようになった。
研修前、この研修を行っただけにせず、今後や個人研究につなげることが出来るかが不
安だった。だが実際に行ってみると、そんな心配をする必要がなかったのではというくら
いに、研修は充実していて内容の濃いものだった。各企業・機関の方から、先輩方から、
ダルエスサラーム大学の学生から、ガイドの方から、そしてたくさんのタンザニア人たち
から、多くのことを教えていただき、深く吸収することが出来た。現地で実際に見聞した
ことは大学で講義を受けて学んだことよりも、すっと自分の中に入り込んで浸透していく
感じがした。
以前私の大学の社会学の教授が、外国に行ったところで世界が変わるなんて嘘だ、とお
っしゃっていた。だが、タンザニアでの 14 日間は、本当に私の価値観を変化させるものだ
ったと思う。特にビジネスに関する意識が変わった。
今回のタンザニア研修では、当初予定していた MV 訪問を取りやめ、代わりに様々な日
系企業を訪問させていただいた。各企業で伺ったお話はどれもとても興味深いものであっ
た。アフリカには資源が豊富で、人口も今後更に大幅に増加する見込みだ。将来アフリカ
市場がビジネスにおいて重要なものになってくるのだろう。ただ現在はインフラ整備が不
完全など、まだ発展途上な部分も多い。アフリカに対するイメージもステレオタイプなも
のである。複数の商社でお話を伺った際、本社のトップの人間はアフリカでの事業に積極
的でなく、ビジネスの拡大がなかなか困難であるという話を何度か伺った。タンザニアは
毎年 GDP が急成長しており、ダルエスサラームなど都市部の発展はめざましいものだ。今
まさに変化の渦中にあるといえるだろう。だがタンザニア、アフリカ自身が変化していて
も、私たち日本人の抱くアフリカのイメージは未だ変化しきれておらず、そのことがビジ
ネス進出のボトルネックになってしまっている、ということには非常に考えさせられた。
今回が私にとって初めてのアフリカだったが、以前からアフリカへの憧れはあり、ボラ
ンティアやスタディーツアーの広告を見ては度々惹かれていた。だが決して安くは無い費
用や、予防接種などの事前準備の手間を思うと、そこまでしてアフリカに行く意味は何な
のかと思ってしまい、なかなか踏み出せなかった。今回の研修で感じたことは、「ネットで
情報が手に入るようになったとはいえ、事実は直接見聞きしないと分からない」というこ
とである。グローバリゼーションで遠く離れた地の情報も手に入るようになったというが、
そうした情報にはメディアの偏ったバイアスがかかっていたり、情報の信憑性がないこと、
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情報が最新ではないこともある。
また、実際に行ってみないとタンザニアの、アフリカの魅力は分からない。インターネ
ットやテレビによる情報は視覚を刺激するのみで、目だけでなく耳（街中のアフリカンミ
ュージック）や鼻（土のにおい、草のにおい）、口（とても美味しいが時に辛い料理）、手
足（ざらざらの地面の感覚、などいろいろ）の五感を使って存分に「タンザニア」を吸収
して初めて、この場所が好きになるのだと思う。
ただ、二週間ホテルに滞在しただけでこの土地のことを分かったことにはならない。「タ
ンザニアの生活は思ったよりも快適だった」と発言した時、友人が「でも私たちはここで
の本当の生活を体験したわけでは無い」と言ったのが印象的だった。タンザニアでビジネ
スを行う日本人の方に、現地の人と同じ視点に立って生活することを大切にしているとい
う方がいらっしゃった。彼は現地の方と一緒に村で生活し、英語ではなくスワヒリ語を話
したそうだ。現地の観光客用レストランで食事をしたり、危険だからと街中を歩かず殆ど
バスで移動していただけで、この土地のことを理解したということは出来ないだろう。
一方で、観光地としてでも良いので多くの人にタンザニアに訪れて欲しいという思いも
ある。途上国であるとか、そういうことを抜きにして、タンザニアの多様な文化に触れ、
気さくで親切な人々と交流し、美味しい料理(味付けが丁度良かったのが驚きだった)を食べ
てタンザニアのことを、ひいてはアフリカのことを好きになってもらいたい。そのために
は実際にアフリカに行ってもらうことが一番であるし、さらにそのために、タンザニアに
行った私たち研修メンバーはアフリカの魅力を発信する使命があるだろう。
この研修はボランティアツアーではなくスタディーツアーである。私たちは何か人の役
に立つためにタンザニアに行ったのではない。代わりに、タンザニアでの出来事を日本の
人々に伝えることが求められている。アフリカに対しマイナスイメージを抱いているのは、
先に述べた企業人の方だけではない。日本中で、まだそのようなイメージが根付いてしま
っているのだ。この研修を通し学んだこと、体験したこと、感じたことを余さず発信して
いき、まずは日本におけるタンザニア、そしてアフリカの「プレゼンス」拡大に貢献して
いければ、と思っている。
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個人感想：野田俊貴
空中から見えるキリマンジャロの景色は今までの不安を吹き飛ばすような気持ちにさせ
てくれた。何からも阻害されない大きな空、強い日差し、アスファルトから顔まで伝わっ
てくる熱い空気。そのどれもが新鮮で,自分は遥か遠くの国へ来たという実感が強く湧いた。
	
  タンザニアに行く際に無論温かい目で応援してくれた家族・友人も多くいたが、発展途
上と言われているこの国に二週間もの期間と十数万の費用を使ってまで渡航する事に対し
て「何故そこまでするのか」「そんな事に意義があるのか。理解ができない」と周囲から奇
異な目で見られることが多くあった。それでもやはり来てよかったと心の底から感じてい
る。
	
  高校時代に所属していた部活で良い結果を出せずに引退してしまった後悔から、不眠症
に陥り毎日の夜が異様に長く感じていた時期があった。そんな時にテレビからふと流れて
きたアフリカの人々の映像。彼らは自分よりも年下なのにも関わらず遥かに金銭的にも、
衛生的にも、環境的にもシビアな状況の中でも懸命に生きていた。そんな彼らの姿を見て
何か動き出す元気を貰った。その時からアフリカに対して何か自分からアプローチをした
いという気持ちが芽生えた。
	
  タンザニアでの 13 日間の中で、自分なりにアフリカでビジネスをするというビジョンが
深まった。
一つは対等な目線で考える事である。積水化学の荒浪さんはタンザニアでたった一人で
ビジネスを最初に行われた際、浄水器や電気機器など日本のモノは一切持ち込まず、完全
にタンザニア現地の人たちと溶け込み生活をなさっていたそうである。部下の方とお話な
さっていた時も、言語は英語ではなく、現地のスワヒリ語で話し、より親身なコミュニケ
ーションを取ることを意識なさっていた。更に、「働けば給料を与える」という雇用主と雇
用者という「お金と労働力」という関係で win-win を築くことも対等な目線で向き合って
いる証拠であると感じた。日本大使館の岡田さんは「そもそも BOP ビジネスという視点が
間違っている」と仰っていた。BOP というそもそもボトム層に対するビジネスという考え
方を捨て、単純に相手国が欲しいモノを考えて売るという「Be to Be ビジネス」という考
え方にシフトチェンジすべきであるという考え方もまた、対等な目線でタンザニアの人た
ちと関わるという事に繋がるのではではないだろうか。現地に赴いて確信したのは上から
目線で教師的に行う経営は反感を生み出すと感じた。
	
  二つ目は日本企業の、アフリカ市場に対する消極的な姿勢である。
	
  住友商事のタンザニア事務所で働く所長は「日本企業はアフリカ市場をリスクと捉え過
ぎている」と仰っていた。確かにアフリカ市場は多少リスキーかもしれない。しかしなが
ら、自分が見てきたタンザニアは急成長に向けての準備を確実に進めていた。ダルエスサ
ラームの市街地は見渡せば建設中の高層ビルと工事中の道路だらけであった。これが GDP
年 7～8%で成長している国なのだと感じた。そしてこの国が 20～30 年後に大きなビジネス
市場となった時に日本のポジションを確立しなければならない重要性も強く感じた。とい
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うのも街をバスで回っていると中国企業のバイクや乾電池、KOICA の看板、ヴォーダコム
など既に多くの他国の企業や組織が頭角を表わしているからだ。タンザニアを含むアフリ
カ市場が今のアジア市場並みの価値を持った時、このままではそこに日本の居場所がない
状態になってしまうであろう。20 年後 30 年後という今後のビジョンを考えるのであれば、
企業はアフリカに進出に目を向ける必要があると感じた。
	
  今回の研修で、個人的な反省としては英語ができなかったことだった。これはメンバー
の何人も同じようなことを口にしていたが、自分の英語力は今回の研修メンバー12 人の中
でダントツできなかった方だと感じている。訪問先に行っても何を言っているのか 10％も
理解できないままブリーフィング・質疑応答が終わってしまい、自分が質問したい内容が
思うように伝わらなかったり、そもそも質問できなかったりしたことが多かった。質問し
た内容が思うように伝わらなかったことは、事前に質問内容をもっと練っておけばよかっ
たことであろうし、そもそも英語で質問できないなんてことは事前の準備が完全にできて
いないことを深く後悔した。そんな英語漬けの洗礼を最初の訪問先である住友化学で受け、
その日の夜は自分の不甲斐なさに落ち込んだ。そしてそれと同時に、折角の貴重なタンザ
ニア研修を英語が分からないが故にこのまま何も情報や知識を得られないまま帰ることに
なれば、この研修の為に半年間の時間の機関を使って準備して下さった同じ研修のメンバ
ーの方々、自分の時間、そして何よりこの研修の為に自腹で稼いだ十数万の意味が無くな
ってしまい、本当に一生後悔するだろうと強く危機感を感じたので何とか対策を打つこと
にした。まず考えたのは、訪問機関のブリーフィング中にボイスレコーダー（予め持って
きた）を用意し、全て録音した。ただ、ボイスレコーダーだけに甘えないような考えも持
つことにした。そして、ブリーフィング中は聞き取れた単語をなるべくメモし、訪問が終
わった後で英語がわかるメンバーに話の内容を聞いて回った。
このように工夫とまでは遠く及ばないが、何とかついていこうと自分なりに努力すること
でどうにもならない状況も諦めないことで多少良くなることを学び、その大切さを知った。
事前に準備をすることで若干の自信がついたことも、日にちを重ねるごとに質問数が増え、
ブリーフィングに対してアクティブになることができた。その意味では少しは成長できた
が、そうは言ってもまだまだ他の人に比べて質問数や内容が薄く、自分のモチベーション
がまだまだ低いと感じた。ただ、ブリーフィング中に湧いた質問などは事前に準備できる
ことではないのでそのような質問が上手くできないことはとてももどかしかった。
	
  今回の研修で反省したいことはこれ以外にも有り過ぎて書ききれないが、それと同じ位
刺激も強かった。特に積水化学・三菱商事・住友商事の訪問は、ビジネスを実際に行って
いる方々のお話を直に聞くことができたので大変に良い刺激を頂いた。これから自分の将
来に何があるかはわからないが、今回経験してきたことを軸としてこれからの生活を送っ
ていきたい。
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個人感想：村上真理恵
私の小さい頃の夢は援助でした。援助とはすなわち、貧しい途上国で飢えや貧困に苦し
む人々を救うことを指しました。しかし大学に入ってから迷いが生じました。途上国が急
激な発展成長を遂げる中、援助といっても色々ありますが今ある援助は本当に全部必要な
のかという思いと、国内にも路上生活を営む人や片親の家庭、虐待など貧困や貧困にまつ
わる問題が多く存在するにも関わらずそういった日本国内の問題にはあまり目を向けず海
外の問題にだけ目を向けるのに気おくれしたことからです。また、中国や韓国などに追い
つかれ気味で、近年の海外進出に遅れをとり、少子高齢化も進んで将来先進国でなくなる
であろう日本のことを思うと今は援助などしている場合ではないという気持ちもあります。
夏に行ったカンボジア合宿でこの気持ちは深まり、将来援助に携わる仕事を目指すかどう
か迷いが生じました。一方で援助の不可欠な必要性を見つけたいという気持ちもあり、私
にとって今回のタンザニア研修は、実際に「アフリカ」というものを感じて、自分が将来
何がやりたいのか確かめる意味合いで参加させていただきました。
私が今回の研修で一番大きく感じたことの一つは、行く前に自分が思っていたタンザニ
アのイメージと実際の実像とが大きく異なっていたということです。一言で言えば思った
より発展していました。また街の人々も穏やかに感じました。これはアフリカ、そしてタ
ンザニアがここ十数年で変化したからなのか、それとも私のイメージがステレオタイプ化
されてしまっていたからなのか気になります。そして自分はアフリカのことを全く理解し
ていなかったと感じました。住友商事さんにお話しを伺った時、遠藤さんは日本人の皆さ
んにもっとアフリカに来てほしい。アフリカを知ってほしい。実際のアフリカを見てほし
い。とおっしゃっていました。遠藤さんは日本から遠く「未知の」世界であったアフリカ
の世界に学生のころから興味を持ち、大学時代にアフリカの大学に留学して村で暮らされ
た経験もあります。遠藤さん曰く、企業のお偉いさんを初め日本人はアフリカを知らなさ
すぎるそうです。日本に帰ったら周りの人にぜひアフリカの魅力を伝えて欲しい、知って
欲しいと言われました。アフリカに長年住まれ、仕事もしている遠藤さんの言葉には重み
がありました。バスで夜ダルエスサラームに着いたとき、周りから「アフリカは怖いから
気をつけて」と言われたのを思い出し最初は少し外の世界が怖く感じられました。しかし
数日滞在して少し慣れ怖さも少なくなりました。治安が悪いのはもちろん承知ですが、初
めは怖がりすぎていて、一週間半経ってから見た街の印象の方が正しい認識である気がし
ます。外国やアフリカに対する理解はあるつもりでいましたが、自分の中でどこかステレ
オタイプ化していたとこがあったのかもしれません。「実際に行って自分の目で見る」こと
の大切さを改めて体感しました。数日間、そして観光であると知れることも限られるかも
しれないですが、友達に積極的にタンザニア、アフリカを勧めたいと思いました。
もう一つ心に強く残ったのは、何か問題を解決するときには外からの視点が必要である
ということです。これは何にでも言えることですが、何か問題を解決するときに外に立っ
てその問題を客観的に見つめなければいけません。そして問題解決には外に立つと同時に
90

問題の詳細を身をもって知っていることが必要になります。アフリカに関して言えば、ア
フリカに住み、アフリカの言葉を話し、アフリカに馴染んでいる外国人、または、海外に
留学していたアフリカ人。彼らが、これからの国の発展を引導していくにちがいないと思
いました。これは途上国だけでなく先進国にも言えることで、これからの世界の発展は外
からの視点、外との融合でつくられていくという、グローバル化の一つの動きを見た気が
しました。
研修を振り返って個人的に一番の収穫となったのは援助以外にもビジネスという途上国
との関わり方を知れたことです。みなさまにはとっくの前から常識だったかもしれません
が、勉強不足な私は言葉では知っていても上手く飲み込めていませんでした。今回研修に
てアフリカでビジネスを展開されている色んな方のお話を聞くことで、初めて途上国にお
けるビジネスの実態というものを理解できた気がします。学生会議で援助班をやり、もっ
とも印象に残ったことは同じ援助班だったタンザニアの学生が援助よりもビジネス、投資
を欲していたことでした。まだ上手く言えないのですが時代はビジネスなのだと感じまし
た。
研修に本当に参加するか迷ったこともありましたが、この研修は自分の世界を広げてく
れました。このタンザニア研修に参加できた幸運な機会を、将来に生かせるよう頑張りた
いです。将来何をやりたいのか見えてきた気がします。この研修に参加できて本当に良か
ったです。
最後に、松嶋さん、明さん、紗和子さん、味志さん、小林さん、このような素晴らしい
研修を作り上げてくださりありがとうございました。そしてお疲れさまです。尊敬です。
先輩方を目標にして、社会に役立つ優秀な人材になれるよう頑張りたいです。研修メンバ
ーの皆さんにも感謝します。ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願い
します！
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個人感想：福谷佳苗
タンザニア研修から帰国してはや 1 週間。思えば無我夢中に、あっという間に過ぎた 2
週間だった。今回の研修で自分の中の意識は大きく変わった。それは今まで考えていたこ
とについてでもあるし、新たに考えるようになったことについてでもある。大きく 3 つに
分けて、順に振り返っていこうと思う。
まず 1 つ目は実際に自分の目で確かめることの重要性について。そもそも私が去年の春
MPJyouth に入った理由は「アフリカに行けるから」というもので、当時は本当に単純に、
自分にとって全く馴染みのないアフリカという世界を見たい、知りたいという好奇心メイ
ンで動いていた。けれど今回の研修に行くことが決定し、勉強会などを通して自分の関心
のある教育の観点からタンザニアを考えるようになると、少しずつ具体的なイメージを伴
って自分の頭の中で問題点などを考えられるようになった。ただ、そうした考えはあくま
で日本で得た資料の情報によるものという印象は拭えず、あまり実感を持って考えられて
はいなかった。そして、いざタンザニアに行き色々な方にお話を伺うとやはり調べている
だけでは分からなかった教育の現状をたくさん知ることが出来た。例えば、タンザニアで
大学まで卒業した人は当然エリートコースを歩いていくのかと思っていたら、最近は都市
部では大卒者でも就職先が無く、それは若年層の失業率の上昇、ひいては社会不安に繋が
りかねないということや、公立の小学校でも教師に対する賄賂を求められることがある、
ということなど。やはり、政府の出す文書などでは特に問題点などを挙げることは少ない
と実感した。また、教育以外の点でも、行く前は GDP 増加率などからタンザニアはかなり
経済成長の真っただ中、という印象を抱いていたが、実際にタンザニア人の方にお話を伺
うと、それほど実際の生活の中で経済成長を実感することは無いという反応が大半で、日
本で数字を見ているだけでは得られない結果だと感じた。タンザニア一の都会であるダル
エスサラームの街中でも、各所でビルの建設が行われ、自動車の台数も非常に多かったが、
未舗装の道路や排水設備も多く、まだまだこれからという様子であった。
2 つ目は視野の広がりについて。今回の研修の訪問先には小学校やユニセフといった教育関
係だけではなく、日本企業が多く含まれていた。正直、研修前はビジネス関係にあまり興
味を持っていなかったが、今回、遠くタンザニアで日本からの協力体制が十分ではないな
ど、苦労しつつも頑張っておられる企業や商社の方のお話を伺って、こういう風なアフリ
カへの関わり方もあるのだということを詳しく知れた気がする。特に印象に残っているの
が、アルーシャで訪問した住友化学の工場で伺ったお話と、在タンザニア日本大使のお話
である。現地のインド系の会社と合弁という形をとっている住友化学は、社員の研修制度
が非常に充実しており、誰でも受け入れるという姿勢に、今後の希望を感じた。また、岡
田大使が日本企業について仰っていたことは、「問題があるからチャンスがあるとは考えな
い」ということで、こちらではどうしてもアフリカ進出に積極的になれない日本企業の傾
向を考えさせられた。また、お話を伺ってこちらから質問をする際にも、メンバーの関心
のある分野が、教育や援助、ビジネス、農業、というように様々であったことで、自分な
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ら思いつかないであろう視点からの質問とそれに対する答えを聞けたことは非常に良かっ
た。意外なところで複数の分野がつながっていたり、新たな発見も多かった。
3 つ目は自分の将来についてである。これは特に後半の学生会議で感じたことであるが、英
語でタンザニアとルワンダの学生と議論をする際、ある程度の内容ならなんとか伝えるこ
とは出来たが、いざ意見を述べようとした時、自分の中にまとまった考えというものが殆
ど無いことに気付かされた。それ故、向こうから色々と話を聞いてもその場で思いついた
疑問をぶつけるぐらいのことしか出来ず、結果的に双方向からの深みのある議論が出来な
かったという後悔が残った。したがって、今後は英語力をつけることももちろんだが、も
っと自分の中に知識を蓄え、何か問題があればそれに対しての意見というものを考えるよ
うにしようと思った。また、学生会議で最後に少しだけプレゼンをした際に、もっとまと
まりがあって分かりやすいプレゼンをしたいと思えたことはなかなかの収穫だった。人前
で話すことは得意ではないけれど、その苦手なことに対してプラスの意識を持てたことは
自分でも少し意外だった。そして、やはり将来は教育関係で途上国、アフリカに関わりた
いと改めて思うようになった。大学に入ってから、自分が将来実際に何がしたいのか分か
らなくなり、考えることを放棄していた時期もあったが、今回の研修を通してまた真剣に
考えるようになった。
こうした 3 つの点で、タンザニア研修は行く前の私に多くのものを付け加えて今の私にし
てくれたと思う。また、今回の研修メンバーは本当に皆が尊敬できるところがあり、いつ
も刺激を受けていることが出来た。松嶋さんをはじめとする企画側の皆さん、そして全て
のメンバーに感謝している。誰か一人でも欠けていたらきっと今感じているような思いは
出来なかっただろうし、このメンバーで行けて本当に良かった。ありがとうございました。
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個人感想：土屋潔浩
今回のタンザニア研修を通して、様々な現実に触れて、アフリカの生の声を聞いて、本
当に多くのことを学び、考えさせられた。それは日本にいては絶対に触れることのできな
い、本当に貴重なものばかりですべての気持ちをここに書き込むなんて不可能だ。ただ、
感想を書くにあたって、僕がこの研修で「知った」ものを３つに分けてみた。
	
  一つ目は「アフリカ」。散々アフリカは広いのだから一括りにするなと言われているのに
まだこんなおおざっぱなこと言っているのかと思われる方もいるだろうが、あえて僕は「ア
フリカ」を知ったと言いたい。僕が見たアフリカは日本で見聞きしているものとは大きく
異なっていた。皆携帯電話を持ち、経済首都であるダルエスサラームには高層ビルが乱立
していた。多くの若者がピカピカに手入れされたバイクに乗り、幹線道路の脇には電柱が
立ち並び、巨大な変電所が草原の中に突如現れ、サバナの丘の上には 3G アンテナが立つ。
それは今までテレビで見知った「大自然」アフリカと現代の文明が複雑に入り混じった光
景だった。勿論、戦争や飢餓もアフリカの一面であることは認めよう。しかし、これも一
つのアフリカの光景なのだ。アフリカは急激な経済成長を遂げている最中であり、このよ
うな光景はどんどん田舎のほうまで広がってゆくだろう。また、多くのアフリカ人と触れ
合うことによって、アフリカ人が何を考えているのか知ることができた。ガイドさんにタ
ンザニアの政策について尋ね、ダルエスサラーム大学の学生にタンザニアのお国事情を教
えてもらった。彼らには、自分たちの手で国を発展させていこうという意思を強く感じさ
せられた。それはすでに発展しきった日本ではなかなか感じられない強い意思であると同
時に、まぶしいぐらいの希望が感じられた。
	
  二つ目に「日本」である。タンザニアに暮らす多くの日本人の話を聞き、日本企業の話
を聞くことで、今、日本がどのようにアフリカをとらえているのか、というリアルタイム
の話を聞くことができた。しかし、そうして痛感したのは日本のアフリカに対する興味の
低さだった。このままではせっかくアフリカに埋もれているチャンスをむざむざ見過ごし
てしまうと思う。しかしその一方で、ダルエスサラーム大学の学生との会議の中で、改め
て日本のシステムのすごさ、そして近代化の凄まじさを実感した。日本で当たり前のよう
に扱われている銀行や郵便のシステムは、タンザニアでは現在でも完成されていない。そ
れらのシステムを明治維新以降、４０年余で完璧なものに仕上げた日本はタンザニアのよ
うな発展途上国の良い模範となるだろうということを改めて実感した。しかし、そのよう
な偉業は日本で語り継がれることはなく、文献をひも解いて自分で調べるしかない。しか
し、今までそのことについて知ろうともしなかった。そしてタンザニア人に日本がどのよ
うに成長したか伝えられないにも関わらず、相手にとっての日本代表として座っているこ
とが本当に情けなかった。
	
  最後に、「自分自身」。この研修を通して、いろんな人と会話し、意見を交換した。企業
や国際機関の人たちに、慣れない英語で自分の意見を伝え、相手が何を思っているのか必
死になって探ろうとした。そのような経験を通して、自分の英語力、質問力の拙さを感じ
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た。そして、この研修の間、自分と年齢の近い人、研修メンバーや先輩、学生会議に参加
してくれたアフリカ人学生たちと様々な意見を言い合って、考えさせられた。ダルエスサ
ラーム大学の友人は、「僕はもっと優秀な人たちと競い合っていきたい。だから暫くは外資
系の会社に勤めようと思っているんだ。けど、自分でも NGO を設立したいとも思っている。」
と彼の今後の人生について、ちょっと教えてくれた。それを聞きながら、僕自身は何がし
たいんだろうと考えてしまった。また、その答えを探そうともしなかった今までの自分に
気づかされ、恥ずかしかった。
	
  タンザニアでは本当に多くの人に出会った。そして、発展途上国であるタンザニアでは、
まだまだ様々な社会問題が山積している。そのことについて、様々な立場の方が、ご自分
の立場からその問題について語ってくださった。それはまだまだ多くのアフリカの国々に
当てはまることでもある。行政の不手際やインフラの整備の遅れ、母子健康や中等教育の
就学率の問題。このような問題があるものの、それに対処する方法についても、多くのこ
とが聞けた。タンザニアは確実に最貧国というくくりから抜け出そうとしている。特にタ
ンザニア人はアフリカの中でも、とりわけ部族対立が少ない、温和な人々の集まりである。
多くの日本人が言うように、タンザニア人の控えめな性格は日本人に通じるものがある。
しかし、彼らにはアフリカ人特有の陽気さも兼ね備えている。一緒にいて本当に楽しい人
たちだった。この国は政治的にも、経済的にも、徐々にプレゼンスを増し始めている。こ
の国がアフリカを代表する大国の一つになる日も遠くないのではないかと思われる。そし
て、タンザニアの人々と話し合うにつれ、この国がアフリカをもっと平和にしていくので
はないかという期待も持つようになった。僕の最初のアフリカ体験がタンザニアで本当に
良かったと思う。
この研修が自分の人生の大きな「節目」になるように、タンザニアの学生に負けないよ
うに、勉学や教養の向上に励んでいこうと思う。そしてこれを機会に、より多くの人にア
フリカを知ってもらえるように自分の経験を伝え、広めていきたい。アフリカをもう暗黒
大陸だとは呼ばせない。アフリカは２１世紀のこれから、ビジネス、政治の最前線になっ
ていくだろうということをもっと多くの人たちに、早めに気づかせることができるように
したい。
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個人感想：上まどか
私は昔からアフリカの貧困や飢餓の問題に関心があり、大学では開発について学びたい
と思っていた。大学受験の際に私がフランス語を主専攻語として選び受験したのは、アフ
リカではフランス語が多くの国で使われているからという理由だった。しかし、実際には
大学に入って以降専攻語や自分が興味をもっていた他分野の勉強に追われ、アフリカに興
味はあっても深く勉強しないままに時間が過ぎていった。大学生活に慣れたころに
MPJYouth とアフリカ研修について知る機会があり、自分が関心をもっているアフリカに
実際に行ってみたい、きちんと勉強してアフリカについて知りたいと思い、タンザニア研
修に参加することにした。
	
  この研修で最も印象に残ったのは、教育におけるタンザニアの教育の質の低下の問題で
ある。特に初等教育無償化以降、生徒が増加して教師や教科書などの物資が不足したため
教育の質が落ちていることが問題視されている。パブリックスクールの質の低下にしたが
って金銭的に余裕のある家庭はプライベートスクールに子供を通わせる傾向にあり、プラ
イベートスクールの数は増加し、年々競争が激しくなっている。実際にタンザニアで道路
をバスで走っていて、パブリックスクールは見かけなかったがプライベートスクールは多
く見かけた。住友化学のオリセットネット工場の付近には、その会社の社員の子供向けに 1
年生のときから IT の授業を行って英才教育を施すということを行っているようなプライベ
ートスクールもあった。このようにプライベートスクールに通う子どもとパブリックスク
ールに通う子どもの間に教育上の格差が広がってしまったら、その後の就職などにも格差
が出る。そのような格差を生まないためにも、迅速な対応が政府に求められている。また、
タンザニアでは公務員の給料が低く、地方で教えるモチベーションが低いことも教育の質
の低さの一因となっている。
	
  実際にタンザニアに行き、多くのものを見て多くの人からお話を聞いて、日本で資料や
本を読んで学ぶことでは得られないものをたくさん得られた。国際協力についての自分の
考えだけでなく、働くということに対する意識や自分自身の価値観や考え方も変わった。
しかし、日本では学ぶことができないことを学びに行っているのにもかかわらず、自分の
勉強不足や未熟さのせいですべては学びきれなかったようにも感じた。訪問先や学生会議
で英語力や知識・教養のなさが露呈し、自分の未熟さを痛感した。この研修は毎日発見と
学びの日々であったと同時に、毎日自分の情けなさと未熟さに苦しみ、泣きそうになった
日々であった。タンザニア研修の楽しかった部分だけでなく、この苦かった部分を忘れな
いようにして努力をしていきたいと思う。
正直なところ、私としてはタンザニア研修への参加は非常に大きな決断であったが、今
心からこの研修に参加してよかったと思っている。日本では興味をもっていてもどこか遠
く感じていたアフリカやタンザニアという国が、この研修を通して自分が実際にかかわり
をもつことで以前よりも近く感じられるようになったからだ。このままこのかかわりを断
ち切らずに、これからもアフリカについて知り、学び、そして発信していきたいと思う。
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中国の援助方式と日本の官民連携
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第 1 章	
  序論
現在新興ドナーとしてプレゼンスを現在急速に高めている中国であるは、力強い経済発
展を背景に、独自の基準の下、政治と経済が複雑に絡み合った援助をアフリカ諸国で展開
している。
この中国の進出に対する評価は、伝統的ドナー1の立場からと被援助国であるアフリカ諸
国で大きく異なる。伝統的ドナーは、中国の援助政策を、内政不干渉を盾にした資源獲得
のための援助として非難し、OECD-DAC が主催する China-DAC dialogue 等を通じて従来
の援助枠組みの中へ取り込もうとしている。一方、腐敗を含む脆弱な行政能力や経済力し
か持たないアフリカ諸国にとっては、様々なコンディショナリティーを付加して援助を供
与する伝統的ドナーとは異なり、中国は“主権尊重”や“相互利益”を唱える魅力的な、
伝統的ドナーに代わる選択肢として評価されている。
このように、伝統的ドナーと新興ドナーが“競合”する状況の中、現在日本はどのよう
な対アフリカ援助政策を取っているのだろうか。日本の対アフリカ ODA は、その実績にお
いて、2003 年から増額に転じ、現在までに日本が世界最大の援助国であった時期を上回る
ODA を供与している。さらに、ODA の地域別分配の推移においても、2000 年から 2005
年までの間全体額の 10%程度であったアフリカ地域への支出額割合は、2006 年には支出純
額ベースにおいて 34.1%にまで拡大しており、2009 年時点においても 23.1%と、アフリカ

伝統的ドナーとは、ここでは OECD-DAC 加盟諸国や国連機関、国際開発金融機関など、
これまでの援助コミュニティにおいて主要な役割を果たしてきた主体と定義する。
1
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は同年 36.5%を占める対アジア支出額に次ぐ位置につけている2。
このように、対アフリカ ODA 額の変化も顕著であるが、援助政策の実施方法にも変化が
生じていると考えられる。その変化とは、援助政策における「官民連携」の進展である。
かつてアジアに対して日本が展開したタイド援助は、国際社会からの批判を受けてアンタ
イド化が進み、現在では他の先進諸国ドナーと同程度にアンタイド化が進んでいた。しか
し、2000 年代後半以降、日本の援助政策が再び官民連携という形で、日本の民間企業にと
って有利な ODA 政策が進められていると考えられる側面が出てきている。
このように、援助額、援助政策の実施方法において変化が生じている日本の対アフリカ
援助政策であるが、なぜこの時期に、このような変化がみられるようになったのであろう
か。この問いが本研究において一考察を提示するものであるが、特に、今回のタンザニア
研修で得た成果を還元するため、援助の実施方法における変化である「官民連携」につい
て、中国の援助政策が与えた影響についてみていきたい。
まず第 2 章では、中国の援助政策の特徴について整理したのち、第 3 章では日本の対ア
フリカ援助政策の変化についてまとめ、第 4 章では現地での聞き取り調査を基に、中国と
日本の対アフリカ援助政策の相関関係について結論付けていく。

第 2 章	
  中国の対アフリカ援助概観
これまで中国の援助政策は、DAC 加盟国でないこともあり、その全容の解明が困難であ
ったが、2011 年に中国国務院は初めて対外援助白書を公開し、政府公式文書によるある程
度の情報収集が可能となった。それによると、2009 年時点で 51 か国のアフリカ諸国に援
助供与しており、同年全援助額の 45.7%を対アフリカ援助が占めている。援助供与の種類
は、無償援助、無利子貸付、特恵貸付の 3 種類であり、無償援助と無利子貸付は国家財政
からの支出、特恵貸付は中国輸出入銀行からの支出となっている3。
中国政府の援助の歴史は、小林誉明によると現在までを 3 つの時期に分けることが出来
る。第 1 期は対外援助を開始した 1953 年から日本の円借款受入を開始する 1979 年までの
「純援助供与国期」、第 2 期は「改革・解放」以降中国の援助受入額が急増する 1995 年ま
での「純援助受入国期」、第 3 期は 1995 年以降援助受入額が減少する一方で援助供与額を
拡大し“新興”ドナーとしての注目を集める現在までの「援助受入急減＝援助供与急増期」
としている4。この時期区分からも分かるように、中国は“新興”ドナーではないが、やは
りそのドナーとしての存在感が増してきたのは第 3 期であると考えられる。現在の中国の
対外援助額がどの程度であるかは、2011 年に発表された対外援助白書においても 2009 年
までの援助総額が示されているのみでありはっきりとしたデータを確認するのは困難であ
外務省編『政府開発援助(ODA)白書 2010 年版』、文化工房、2011 年。
China's Information Office of the State Council, China’s Foreign Aid, 2011, II.
Financial Resources for Foreign Aid and IV. Distribution of Foreign Aid 参照。
4 小林誉明「中国の援助政策―対外援助改革の展開―」
『開発金融研究所報』第 35 号、国際
協力銀行、2007 年、110-114 ページ。
2
3
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るが、図 1 に示す OECD-DAC が公表している推計値によると、2009 年の中国の対外援助
額は、約 20 億ドルであり、その 45.7%、つまり約 9 億 1400 万ドルが対アフリカ援助とし
て配分されている計算になる。これは、対外援助全体額としては、DAC メンバーであるフ
ィンランド、韓国、ポルトガル等を上回る額であり、また対アフリカ援助額としては、
OECD-DAC が計算している 2009 年度日本の対アフリカ ODA（北アフリカを含む）がお
よそ 20 億ドルであることから、中国政府は額にして日本政府の ODA の半分程度の援助供
与をアフリカ諸国に対して実施していることとなる。

Donors'	
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  ODA	
  in	
  2009	
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  USD	
  Billions	
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China
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United Arab
Ireland
Korea
Russia
Turkey
Greece
Portugal
Kuwait
India
Luxembourg
Chinese Taipei
Poland
Brazil
New Zealand

0

図 1 中国の対外援助推計額5
出典：OECD-DAC Web ページより DL。
このように援助額の総額及び対アフリカ援助が占める割合の増加に加え、中国政府は
2000 年以降 3 年毎に中国・アフリカ協力フォーラム（Forum on China-Africa Cooperation、
以下 FOCAC）を開催し、そして 2006 年には対アフリカ政策に関する公式文書である「ア
フリカ政策文書」
（China’s African Policy）も発表しており、アフリカ諸国に対して積極的

5 Tracking trends beyond the DAC,
http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/trackingtrendsbeyondthedac.htm 2012 年 12 月 11
日 DL。
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に援助政策を展開している。このような中国政府の動きは、伝統的ドナー、そして被援助
国であるアフリカ諸国から多くの関心を集めており、特にアフリカ諸国からの関心の高ま
りは大きいと考えられる。その関心の高さは FOCAC への参加国及び参加者が示しており、
第 1 回（2000 年）・第 2 回会議（2003 年）においては、中国・アフリカ双方から 70 名を
超す大臣クラスの閣僚が出席し、元首級会議に格上げされた第 3 回会議（2006 年）におい
てはアフリカ 48 か国から、第 4 回会議（2009 年）においては実にアフリカ 49 か国から6、
そして 2012 年 7 月に開催された第 5 回会議においては、アフリカ 50 か国から元首や閣僚
が出席をしている7。2008 年に開催された第 4 回アフリカ開発会議（Tokyo International
Conference on African Development、以下 TICAD） にはアフリカ 51 か国が参加してい
ること、アフリカ諸国の中には中国政府と外交関係のない国が存在することを考慮すると、
FOCAC は 1993 年に始まった TICAD プロセスと同程度に、その半分程度の期間において
アフリカ諸国の首脳陣の注目を集めてきたことが分かる。このように多くのアフリカ諸国
からの注目を浴びる理由のひとつには、毎回中国政府側が提示する具体的かつ実効的な援
助方針にあると考えられる。第 3 回会議においては、2006 年の援助額を 2009 年までに倍
増させる、3 年以内に 30 億ドルの特恵貸付を供与する、AU の会議施設を建設する、など
成果が確認出来る援助を提示している。また、第 5 回会議においては、次回 FOCAC 開催
までに達成する北京行動計画を発表し、インフラ、農業、製造業、中小企業の発展に対し
て 200 億ドルの融資を約束した8。さらに、FOCAC 以外の国際会議の場でも、中国政府は
アフリカ諸国に対して、様々な援助公約を提示している。

第 3 章	
  中国の援助方式
	
  中国政府は、約 10 億人の人口を有するアフリカ大陸を有望な市場とみており、経済発
展により飽和状態にある国内市場に代わる新たな市場として、積極的な貿易・投資・企業
進出といった、経済面での関係を強化しようとしている。2000 年以降、その経済関係は着
実に進展しており、1999 年には 65 億ドルであった中国-アフリカ間の貿易額は、2011 年に
は 1,501 億ドルに達し、中国はアフリカにとって最大の貿易相手国となった9。さらに、日
本との比較においても、2011 年の中国の対アフリカ貿易額は日本の約 5 倍、さらにアフリ

6

FOCAC (Forum On China-Africa Cooperation), FOCAC ABC, 2012, 2(4)The Forth

Ministerial Conference 参照。
高﨑早和香「中国のアフリカ外交に変化」『エリアレポート』2012 年 11 月号、日本貿易
振興機構、2012 年、68 ページ。
7

8

FOCAC, THE FIFTH MINISTERIAL CONFERENCE OF THE FORUM ON

CHINA-AFRICA COOPERATION BEILING ACTION PLAN (2013-2015), 2012, 4.5.2 参
照。
9

高﨑早和香、前掲「中国のアフリカ外交に変化」、68 ページ。
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カに進出している日本企業は約 300 社に留まるのに対し、中国企業は 2000 社を超えるとさ
れている10。このように、中国企業はアフリカに積極的に進出し、現地で活発な経済活動を
行っていると考えられるが、この背景には資源獲得のための対アフリカ援助と同様に、中
国企業のビジネス展開を支える中国政府の対アフリカ政策の存在がある。その初めと考え
られるのが、先述の第 10 次五カ年計画であり、その中心となる政策が「対外進出（走出去）
/going global」である。そして 2012 年 7 月に発表された第 5 回 FOCAC の成果文書「北京
行動計画」においても、投資・企業協力の項目の中で、中国企業からの投資促進、アフリ
カに加工・製造拠点を設立する中国企業支援、中国企業の投資・進出支援のための中国・
アフリカ発展基金の拡大、アフリカにおける経済協力区設置とそこへの中国・アフリカ両
企業の参入支援などを打ち出しており、この対アフリカ政策の中における中国企業進出・
経済関係強化という項目は常に意識されていると考えられる。
そして、この中国企業の対アフリカ進出支援策の中枢を担っていると考えられるのが、
中国輸出入銀行（Export-Import Bank of China）という政策銀行である。この中国輸出入
銀行は、1994 年に設立され、
「世界で第三番目に大きい輸出クレジット機構であり、中国の
国際貿易及び投資の急速な拡大の重要な歯車となってきた11」
（筆者訳）。その機能の一つと
して特恵貸付供与を有しており、主に援助受入国に対して、経済的及び社会的利益を創出
する生産性のあるプロジェクト遂行、中程度から大規模インフラの整備、プラントや機械
及び電子機器の完成品提供12がその用途とされている。つまり、特恵貸付は、中国政府のそ
の他の援助方式である無償資金協力及び無償貸付に比べ、大規模かつ企業の経済活動と密
接に関わるプロジェクトがその用途の中心となっているのである。これは、2009 年までの
特恵貸付のセクター別分配の割合が、61%が交通、通信、電気関連インフラ建設、16.1%が
産業育成、8.9%がエネルギー・資源開発となっていることからも明らかである。この典型
的な事例が、前節において指摘した「アンゴラ方式」であり、アフリカ資源国からの一次
産品輸入の代わりにインフラ整備を行う融資モデルを中国輸出入銀行が実施していると考
えられている13。その対象分野は、火力発電、水力発電、通信、幹線道路など幅広く、その
額も、IMF の調査によると 2001 年から 2006 年までのアフリカ電力セクターに対する ODA
及び民間企業の合計投資額を、中国輸出入銀行だけで上回るという結果も出ている14。

10

高﨑早和香、前掲「中国のアフリカ外交に変化」、68 ページ。
Davies, op.cit., p.12.
12 China's Information Office of the State Council, China’s Foreign Aid,
2011,II.Financial Resources for Foreign Aid 参照。
13 Davies, op.cit., p.18.
14 Davies, op.cit., p.21.
11
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このように中国政府は、中国輸出入銀行の資金を活用しながら対アフリカ援助を実施し
ているが、この対アフリカ援助と経済関係強化という目的の結節点となっているのが中国
の国営及び民間企業であり、タイド援助である。中国輸出入銀行は特恵貸付の枠組みを活
用する中国の対外援助政策における重要な政策銀行であるが、その貸付実行段階において
は、かつて日本も批判を受けたタイド援助がその基本となっているのである。例えば、コ
ートジボワールにおいて進出中国企業に対して行われたアンケート調査では、回答をした 7
社中 6 社「全社が、中国の ODA に後押しされた経済協力案件にかかわる合弁事業や建設・
工事のプロジェクト受注15」をその進出動機として挙げており、さらに法制度上も、援助事
業実施企業の資格は中国企業であることが明記されている。例えば、「フルセット型援助事
業実施企業に関する資格認定方法16」においては、フルセット型援助事業の工事引き受けの
要件として、100%中国資本による中国企業法人であることが求められ、さらに「物資供与
型援助事業の実施企業に関する資格認定方法17」においても同様の規定が存在する。

第 4 章	
  「官民連携」の進展
	
  本章においては、日本の新たな援助方式である官民連携についてみていく。日本政府が
毎年発行している政府開発援助白書において、官民連携という言葉は 2007 年度版において
初めて使用された。そこでは、「日本経済の繁栄の基盤を強固にするために政府開発援助を
活用する事を重視18」しているという考えを示し、「政府開発援助と民間企業の活動を結び
つけることで、開発途上国の持続的な成長に資する支援が可能に19」なるとしている。つま
り、日本経済繁栄のために政府開発援助を活用することを明言し、それに民間企業の活動
を結びつけることによって、持続的な開発効果が生み出されるという形で、官民連携を支
える論理を展開しているのである。加えて、「官民連携は、日本の政府開発援助が、アジア
において経済成長をもたらした重要な要因の一つ20」とし、アジア諸国に対するかつてのタ
イド援助を肯定し、「企業の事業展開（直接投資）と政府開発援助の実施を合目的に連携す
る、より戦略的な官民連携が求められています 21」としている。「官民連携」は、言葉とし

15

渡辺久美子「中国とコートジボワール」平野克己編『企業が変えるアフリカ—南アフリ
カ企業と中国企業のアフリカ展開—』日本貿易振興機構アジア経済研究所、2006 年、218
ページ。
16 小林、前掲「中国の援助政策―対外援助改革の展開―」
、123 ページ。
17 小林、前掲「中国の援助政策―対外援助改革の展開―」
、123 ページ。
18 外務省編『政府開発援助(ODA)白書 2006 年版』
、国立印刷局、2007 年、5 ページ。
19 外務省編『政府開発援助(ODA)白書 2007 年版』
、佐伯印刷、2008 年、17 ページ。
20 外務省編『政府開発援助(ODA)白書 2007 年版』
、佐伯印刷、2008 年、17 ページ。
21 外務省編『政府開発援助(ODA)白書 2007 年版』
、佐伯印刷、2008 年、17 ページ。
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ては異なるが、かつて日本がアジア諸国に対して実施し、批判を浴びたタイド援助とその
基本的な構造は変わらず、日本の民間企業が政府開発援助を通して利益を得ることが出来
る公的な仕組みの復活なのである。では、この官民連携がどのように進展してきたが見て
みたい。
	
  「官民連携」という言葉が導入される以前は、民間企業が政府開発援助において果たし
得る役割としては、援助実施の際に民間企業がこれまで培ってきた技術や知見を提供する
ことのみであった。しかし、1997 年からの ODA 予算削減を受けて、より国益に合致する
形で援助を実施する必要があるという認識の下で、民間企業との連携が注目されるように
変化していった。この最初と考えられるのが 2006 年度政府開発援助白書において紹介され
た STEP 案件である。この制度の下では、日本の技術優位性を活かした案件について、主
契約は日本タイド、さらに本体契約総額の 30%以上についても日本を原産とする資機材の
調達を義務付けており、さらに 2006 年からは本体契約総額の 30%以上について、日本を原
産とする資機材だけでなく、日本企業が提供する役務もその対象とするなど、積極的な制
度活用を推進している。
	
  次に注目すべきは 2008 年に策定された「成長加速化のための官民パートナーシップ」で
ある。これは、開発途上国における経済成長を加速化するための新たな官民連携促進策と
して政府が取りまとめたもので、開発途上国における経済成長加速化を実現するため、日
本政府と日本の民間企業の官民連携を推進するという構想が示されている。日本の民間企
業に期待されている役割には、資金・雇用・技術等の現地への提供、ODA 等だけでは得る
ことの出来ない開発効果の発現などであるが、同時に開発途上国の成長が加速化すること
による日本経済への波及効果、民間企業活動における資源・エネルギーの安定的確保22とい
う効果が期待されている。つまり、ODA を中心とする政府資金を活用して、日本の民間企
業の開発途上国における開発事業を支えると同時に、日本経済への利益還元を目標として
いるのである。
	
  そして最新の官民連携推進に関する重要な動きとしては、JICA 海外投融資の本格再開の
決定が挙げられる。この JICA 海外投融資は、開発途上国政府に対して供与される円借款と
は異なり、途上国の経済・社会発展に資する事業を行う政府以外の民間企業等に直接日本
政府から実施されるものである。つまり、投融資実施の要件はあるものの、円借款を受け
た開発途上国政府が行う競争入札とは異なり、日本政府から直接的に投融資を受けること
22

外務省、政府開発援助等と日本企業との連携強化の新たな施策「成長加速化のための官
民パートナーシップ」について、2008 年、
http://www.mofa.go.jp/ICSFiles/afieldfile/2008/04/18/image.pdf 参照。
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が可能であるため、開発途上国における事業展開に積極的な日本の民間企業にとって大変
有利な制度である。この JICA 海外投融資本格再開の決定が昨年 10 月 16 日に行われたパ
ッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合でなされたことからも、日本企業のインフラを
始めとする海外事業を支援するための仕組み、つまりかつてのタイド援助に近いものであ
ることが読み取れる。
	
  このように、日本政府も「官民連携」という形で、公的資金を用いて日本の民間企業の
海外事業支援を行っており、今後も援助政策の中心的な方針に掲げていく姿勢を見せてい
る。ここで指摘したいのが、この「官民連携」が第 3 章で説明した中国の援助方式、つま
り中国輸出入銀行を資金源とした、自国企業海外進出支援を絡めた対アフリカ援助と類似
しているという点である。中国が 2000 年代前半からこの独自の援助方式による援助を展開
していたのに対し、日本政府が官民連携を声高に唱え始めたのは 2000 年代後半であり、さ
らに STEP 案件の拡充や JICA 海外投融資再開等の具体策の決定も同時期に進められてい
る。つまり、自国の民間企業を絡めた援助に関しては、日本が中国の後塵を拝しているの
である。言い方を変えると、中国政府が対アフリカ援助の文脈の中で、自国の国益及び民
間企業の利益を確保する援助方式を展開している様子を見て、日本政府が同様の仕組みを
矢継ぎ早に策定しようとしていると考えられるのである。実際はどうなのか。次章におい
てはタンザニアにおけるインタビューを中心に結論づけていきたい。

第 5 章	
  タンザニアにおける現状
	
  中国はタンザニアにおいては、
“新興”ドナーではない。中国は、1970 年にタンザン鉄道
の建設を始め 75 年に完成させるなど、冷戦下でウジャマー社会主義を抱え、アフリカの第
三世界の一員としてニエレレ大統領が独自の執政を行っていたタンザニアに対して手厚い
援助を行っている。現在に至るまでも様々な分野で援助を継続しており、医療チームの派
遣、中国留学のための奨学金、そして目立つのが公共インフラ整備である。ダルエスサラ
ーム市内においては、「タンザニア中国友好病院」が大きな看板を掲げていた。さらに、国
立競技場や国防軍の施設など、中国の援助を効果的にアピール出来る建造物を数多く手掛
けている。さらに、中国の援助は、中国企業の直接投資、さらに貿易量の増大にも結びつ
いており、援助がその呼び水となり、中国の民間企業のタンザニア国内における経済活動
の拡大を後押ししている形となっている。2000 年に第 1 回 FOCAC が開催されたが、対タ
ンザニア貿易額において日本が今世紀の初めから 3~4 倍増であるのに対し、中国の貿易額
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は輸入で 16 倍、輸出では 1500 倍も伸びている23という調査結果もある。さらに、300 以
上の中国企業が投資を行っており、その約７割が製造業、雇用創出は 6 万人を超える24と中
国側は発表しており、タンザニア人労働者に対する雇用創出という積極的な効果も生み出
していることが分かる。このように、中国とタンザニアの経済関係も 2000 年以降急速に緊
密化していることが分かる。タンザニア人の学生に聞いてみても、年々中国人の人口が増
えているようだと話しており、日本人在留者が約 350 人程度であるのに対し、ダルエスサ
ラームには数万人の中国人が生活していると推定されており、人ベースでもその存在感は
高まっている。
	
  では、このような状況の中、日本はどのような援助政策を取っているのだろうか。昨年 6
月に発表された国別援助方針においては、タンザニアが地政学的な要衝であることや、高
い GDP 成長率及び人口増加率に着目し、援助の基本方針（大目標）として、持続可能な経
済成長と貧困削減に向けた経済・社会開発の促進を掲げた。さらに、豊富な賦存資源にも
注目しており、探査開発が進むと様々な資源の輸出国としての国際的重要性も高まると指
摘し、このような国に援助をすることは日本にとっても大きな利益があると主張している。
重点分野としては、貧困削減に向けた経済成長、経済成長と貧困削減を支えるインフラ開
発、国民全てに対する行政サービスの改善の三本柱を設定している。この三本柱の内、日
本政府が新たな援助方式として提唱している「官民連携」に最も貢献する目標は、二つ目
の経済成長と貧困削減を支えるインフラ開発であえると考えられる。日本の技術的優位性
を活かした案件形成25をするということが明記されており、タンザニアにおいても官民連携
という形で、これまで ODA ビジネスに関わってきた商社やゼネコンの利益を継続的に確保
していく方針が示されているのである。このような日本政府の姿勢は、今回訪問させて頂
いた駐タンザニア日本大使館の大使のお話からも推察することが出来る。日本大使館は、
タンザニアで 45 年間生産工場を運営しているパナソニックの乾電池事業に対して、昨今脅
威となりつつある中国企業の乾電池について品質や流通量及び経路等を調査し、独自のコ
ネクションを用いてタンザニア政府に対する働きかけを行っている。タンザニアの天然ガ
スが拡大する市場に対して日系民間企業の興味関心は高まっており、それら日本企業のタ
ンザニア市場参入を外交面での強みを活かして支援する大使館版の「官民連携」を積極的
に進めようとしている。
また、ODA 執行機関の JICA においても官民連携については認識がなされていた。JICA
http://www.tz.emb-japan.go.jp/letter/letter_4.htm	
  2013 年 3 月 14 日 DL.
http://www.tz.emb-japan.go.jp/letter/letter_4.htm	
  2013 年 3 月 14 日 DL.
25外務省「対タンザニア連合共和国 国別援助方針」
、p2。
23
24
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タンザニア事務所にも、これまで JICA が蓄積してきたタンザニアに関する情報を求めての
企業担当者の来訪が増加しており、JICA としては許容範囲内での情報提供を積極的に行っ
ているという話であった。しかし一方では、JICA は唯一の ODA 執行機関であり、要請主
義及び政策対話といった形で被援助国政府の発展に関して、直接的に関わっているからこ
その「官民連携」に対する認識も観察された。JICA の予算は外務省が管理をしているが、
昨今は、日本企業の経済活動に有益なプロジェクトの方が通り易くなっているということ
であった。財政が縮小する中で、企業からの要望は強くなっており、東日本大震災後、被
災地復興が遅々として進まない中で、納税者に対しても日本国益に適う形での ODA 実施と
いう説明の方が説得的である。しかし、このような官民連携を大きく打ち出した予算配分
では、教育や保健衛生といった分野への予算は縮小され、タンザニアでは教育分野の援助
は中等教育の理数科教育支援のみに留まっている。タンザニアの発展にとって真に有効な
ODA を実施したいという思いと、官民連携を進め日本企業の利益になる ODA を実施しな
ければならない現状が同時にあり、今後官民連携を日本政府の援助方針として進めていく
ためには JICA を含め、政策認識を統一する必要があると感じられた。
このような日本政府内での意識統一の問題とは別に、現地では中国や韓国などの新興援
助国のプレゼンス上昇に対する危機感も存在した。現在ダルエスサラーム市内には、「中国
タンザニア友好病院」の看板が大きく掲げられ、また同様に「KOICA」の看板も目貫通り
に大変目立つ形で設置されている。このように、中国や韓国は自国の援助をタンザニア国
民にアピールすることにも注力しており、その存在感は年々高まりつつある。中国に関し
ては、巨額の資金を投じて天然ガス産出が見込まれるムトゥワラからダルエスサラームま
でのパイプライン建設に国立競技場建設、ダルエスサラームの交通事情を大きく改善する
ギガンボーニ橋建設、ジュリウス・ニエレレ国際コンベンション・センター建設など、タ
ンザニアにとって大変重要かつ中国の援助が広く知れ渡るような案件を次々に実施してい
る。いまだ財政力の乏しいタンザニア政府にとっては、何でも欲しいという状況であるた
め、中国の援助はその施工管理や品質に疑問符が付くようなことがあったとしても中国を
始めとする新興ドナーの援助を歓迎しているのが現状である。このような中国や韓国の援
助に対して、JICA 職員の中には韓国の徹底した国益優先を目的とした援助を一つの戦略と
しながら、日本の ODA もこれからの状況次第では韓国のような援助戦略を取ることになる
かも知れないが、その場合 JICA の存在意義が喪失する可能性もあると話して下さった方が
いた。官民連携を徹底的に進めるのであれば、日本政府も韓国のような援助方針を採用す
るべきかも知れないが、日本の援助方針の一つである「寄り添い型の援助」は不可能にな
り、他国との差別化が難しくなる可能性もある。
以上見てきたように、新興国のビジネス参入、そして新興ドナーの援助フィールドでの
プレゼンス上昇を背景に、タンザニア一国において外務省、そして認識に差はあるものの
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JICA も対抗措置として、中国政府が行っている自国企業を巻き込んでの援助方式を日本に
も「官民連携」という形で採用し、積極的に進めて行こうとしていることが今回の研修を
通じて分かった。最後に、この個人研究の総括と展望をまとめたい。

第 6 章	
  総括と展望
	
  本研究では、日本の対アフリカ援助政策における援助政策の実施方法における変化、つ
まり「官民連携」が、中国を始めとする新興ドナーの援助手法、及びプレゼンスの上昇を
背景として起こったものであるということを示してきた。タンザニアにおいても、中国や
韓国といった新興ドナーのプレゼンスが高まる中で、ODA 実施の際に技術的優位性のある
日本企業の活用、あるいは援助という文脈以外においても外務省・JICA が、日本の民間企
業がタンザニアにおいてビジネスを展開するに当たって必要な情報の提供や、独自の外交
チャネルを利用したタンザニア政府に対するアプローチ等を通して、強力に「官民連携」
を推進していることが分かった。以上で今回の個人研究の目的は達成されたが、今後の日
本の政府開発援助の在り方、実施方法、戦略について考えされられる良い機会、そして良
い研修となった。グローバル化の中で、グローバル化していない分野の一つとして挙げる
ことが出来るのが政府開発援助である。それぞれの国益が存在する以上、完全なグローバ
ル化は達成しえないだろうが、開発効果を最大化させる資金面及び技術面におけるドナー
間の協力、特に潤沢な資金を有する新興ドナーとの協調が、今後より重要になってくると
考えられる。
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TICAD による日本国益とは	
 
	
 

味志優	
 
1.は じ め に 	
 
	
  今年は TICAD が始まって記念すべき 20 年目である。TICAD とは Tokyo	
 International	
 
Conference	
 on	
 African	
 Development の略で、正式にはアフリカ開発会議と訳出されている。
TICAD は 1993 年に第一回が開催され、その後 5 年ごとに開かれながら、今年第五回目の TICAD
Ⅴの開催が予定されている。1993 年の開催当時は、「約 80 の国や国際機関の代表約 500 人
が集まる。…日本政府が提唱し、東京でこれだけ大規模な国際会議が開かれるのは初めて」
26

であり空前の会議とも言われた。特にアフリカへの援助疲れが他国で見られた当時、その

ような大きなスケールで開催されたアフリカ開発会議は世界的に見ても斬新なものであり、
また今でもその大規模性は失われてはいない。大規模ゆえ具体的な政策内容を決めること
は困難であり、開発に関する理念・政策についての意見交換の場としてしか機能していな
いという意味で、TICAD は「政策フォーラム」にすぎないとも言われることも一方ではある
が、ただそのような「政策フォーラム」においても、特に TICADⅣでは日本による援助・投
資の増額に関する公約がなされるなど、アフリカの援助において一定の成果があげられて
きたことは間違いない。	
 
	
  一方で、本稿において考察したいのは、TICAD が日本政府に対してどのような利得をもた
らすのか、という点である。TICAD がアフリカに対してメリットをもたらすことは間違いな
い。ただしかし、日本に対して TICAD はどのようなメリットを持つのであろうか？上述の
ようにその大規模性から、TICAD にかかるコストは多大なるものであると推測される。日本
政府はどのような狙いをもって TICAD を開始し、また継続してきたのだろうか。また今後
はどのような利得を狙って TICAD を利用していくべきなのか。本稿では、まず、これまで
の TICAD の役割として、対アフリカ援助の効率化、人間の安全保障のアピール、を大きな
２つの点として挙げ、その後今後の役割として、さらなる人間の安全保障のアピール、民
間進出の促進、常任理事国入りへの支持拡大、の 3 点を述べたい。	
 
	
  このようなテーマ設定を選んだのは、今回のタンザニア研修での学生会議における議論
による影響が大きい。私は学生会議で援助班において議論を行ったのだが、「日本がタンザ
ニアに何を与えることができるか」という点に留まらず「日本がタンザニアへの援助を通
じて何を得ることができるか」という点もテーマとして設定した。日本の現在の経済状況、
また世界的な流れから判断するに、日本においても援助に国益が関わる必要があるとの認
識のもとで設定したテーマであり、実際にタンザニア側の学生からも、「複合的な視点から
26落合雄彦、2008、
『TICAD

を超えて	
  日本のアフリカ外交のエクリチュールを考える』 ア

フリカレポート No.28 17p
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援助を考える必要性を認識した」と好評をもらった。大規模な TICAD を今後とも継続して
いくためには、それがいかに国益と結びついているのか、という点が重要な焦点となるで
あろう。本稿によって TICAD の意義、そして今後のあるべき姿を示すことができたらと思
う。	
 
	
 
2.TICAD の こ れ ま で の 役 割 	
 
	
  まず、TICAD がこれまでに担ってきた役割から確認する。ここでは主に、対アフリカ援助
の効率化、人間の安全保障のアピール、という 2 点を挙げたい。	
 
	
 
2-1.対 ア フ リ カ 援 助 の 効 率 化 	
 
	
  初めに、対アフリカ援助の効率化、という点である。上述したように TICAD が始まった
のは 1993 年であるが、この開始時期に注目してその役割を考えると、対アフリカ援助の効
率化、という点が見えてくる。この章では外務省による『ODA50 年の成果と歩み』をもとに、
日本の ODA がいかなる経緯を辿ってきたのかを確認し、その流れの中で TICAD の開始を位
置づけ、その役割を考えたい。	
 
	
  外務省が発行した『ODA50 年の成果と歩み』によれば、日本の ODA は、1954 年から 76 年
までの「体制整備期」、77 年から 91 年までの「計画的拡充期」、92 年から 2002 年までの
「政策・理念充実期」（旧 ODA 大綱期）、2003 年からの「新たな時代への対応」（新 ODA
大綱）、という 4 つの時期に大分することができるという。	
 
	
  まず体制整備期、計画的拡充期について概略を示す。日本の援助は 1954 年から始まった
とされるが、その時の援助は、援助であると同時に、戦後賠償でもあった。敗戦間もない
当時の日本は、	
 経済大国というにはほど遠く、援助を他国に行える状態ではなかったもの
の、一方で第二次世界大戦に関する賠償を行う必要があり、その賠償が日本の最初の援助
となったのである。また一方で、58 年からは輸出振興を狙ったタイド率の高い、賠償とは
関係のない援助も行われるようになり、援助体制の整備・経済成長を伴いつつ、日本の援
助は徐々に拡大した。その後 76 年には戦後賠償の支払いが完了し、日本の ODA は第二期に
入る。高度な経済成長を背景に日本の ODA は量的な拡大が一挙に図られた。78 年からは、
ODA の量的な拡大意図を政府として正式に表明する「ODA 中期目標」が策定され、日本の ODA
量は 70 年代末から 80 年代にむけ、一気に拡大した。	
 
	
  一方、92 年から始まる第三期「政策・理念充実期」でのポイントは量から質への転換で
ある。それまではどちらかといえば量に焦点を置いていた ODA が、ODA 大綱などの公式文書
に基づきながら、質に重点を置いたものへと転換した。92 年には「中長期的かつ包括的な
援助政策」をまとめた（旧）ODA 大綱が策定され、日本の ODA 全般に関する理念の整理が行
われた。また、国別援助方針・国別援助計画の策定などを通し、国別・地域別への対応も
充実化させた。さらに、97 年に「量から質への転換」という方針が閣議決定されると、ODA
の量に関しては 97 年度から 7 年間で 3 割減少し、また、質に関しては 99 年に「政府開発
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援助に関する中期政策」が策定され、日本の ODA に関して、ODA 大綱のもとの ODA 中期政策・
国別援助計画、という政策体系が完成した。	
 
	
  同著は 2004 年の発行であるため、2003 年からの「新たな時代への対応」についてあまり
多くは述べられていないが、この時期のポイントは 2003 年における ODA 大綱の改定である。
新たな ODA 大綱では基本方針として「人間の安全保障」が加えられ、今後はそれに基づき、
「戦略性、機動性、効率性、透明性の高い、有効な援助」を実現することを図る、とされ
ている。	
 
	
  さて、TICAD が始まった 1993 年は、以上の ODA の 4 つの時期のうち、「政策・理念充実
期」に該当する。援助について量的な充実を経た日本が質的な充実へと移行する時期に
TICAD が開始されたのである。そのように考えれば、TICAD は対アフリカ援助の効率性を考
えた枠組みであると言えるのではなかろうか。	
 
	
  援助の質の向上を図る際には、それぞれの地域・国別に援助の方針を策定することが１
つの有効的な手段である。アフリカに対する援助の質を充実するためには、アフリカとい
う地域に対してまず大まかな援助方針を決め、それに基づいてさらにアフリカ内の各国へ
の援助方針・プロジェクトが決まる必要があるのだ。また、当時の世界的な援助の流れと
して、援助におけるアフリカの主体性（いわゆるオーナーシップ）が徐々に重要視されて
おり、日本の対アフリカ援助方針が決定される際には、アフリカのニーズを直接考慮した
形式の方がより好まれた。	
 
ただ一方で、援助方針の策定の際に問題となるのがコスト面での課題である。当時までア
フリカへの援助を重視してこなかった日本にとって、アフリカのニーズを改めて個別の
国々ごとに把握し集約する作業はかなり手のかかるものであったはずだ。加えて、「援助
の量から質へ」の流れのもと、援助計画の策定そのものに対してコストをかけすぎる訳に
もいかなかっただろう。	
 
	
  そのような状況を考えれば、アフリカ諸国の高官と一堂に会し、アフリカの開発に関し
て議論する、という形式の TICAD は有効な解決策であったのではないか。TICAD によってア
フリカ諸国個別のニーズを把握することは難しいものの、大まかながらも、また形式的な
がらも、日本の援助方針を、アフリカ諸国自身の意見を加えながら決定することができる。
日本政府は TICAD という１つの石によって、対アフリカの援助方針を策定・伝達し、かつ
その援助方針の決定がアフリカ諸国の参加のもと決定される、という２羽の鳥を得たので
ある。TICAD は低コスト・オーナーシップ尊重という２つの制約の中で効率的に対アフリカ
援助方針を策定する、という大きな役割を当時担っていたと言えよう。	
 
	
  以上、TICAD の開始時期を ODA 全体の流れから捉え、TICAD の役割に関し、対アフリカ援
助の効率化、という点を新たに述べた。ODA において量から質への転換が図られる中、アフ
リカの意見を踏まえながら対アフリカ援助方針を策定する、という課題に迫られる日本政
府にとって TICAD は効率良い解決策として機能したと考えることができる。	
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2-2.人 間 の 安 全 保 障 の ア ピ ー ル 	
 
	
  TICAD がこれまで日本政府への貢献という意味で果たしてきた役割として、もう１つ、人
間の安全保障のアピール、という点を紹介する。まず、人間の安全保障という概念そのも
のについて紹介し、その後、日本政府が人間の安全保障をどのように利用しているのか、
という点を考察し、最後に TICAD において、人間の安全保障がどのように位置づけられて
いるのかを説明し、TICAD の役割を述べたい。	
 
	
  人間の安全保障という概念が初めて世に出たのは、国連開発計画が 1994 年に発行した『人
間開発報告書』においてであると言われる。人間の安全保障が当時現れた背景として、南
（2004）によれば、主に 2 つの点が挙げられる。まずは、冷戦の終結によって安全保障の
概念整理の必要性が生まれたこと。冷戦期では、領土を軍事力によって守る、というまさ
に国家の安全保障が安全保障そのものであったが、冷戦の終了によって、疾病、難民、飢
餓、失業などより身近な問題が安全保障として立ち上がるようになった。また、もう１つ
の背景として 1990 年代におけるグローバリゼーションの進行が挙げられる。ヒト、モノ、
カネが瞬時に国境を移動するなかで、国境を基準に領土・国民を守るということの意味が
薄れた。テロ・感染症・環境問題などはその好例であるが、そのような中で、国を単位と
した安全保障よりも、より人間に焦点を当てた安全保障という視点が立ち現れた、という27。	
 
	
  一方、日本がその概念を外交の場で自国の政策に結びつけ押し出し始めたのは 98 年の小
渕総理の一連の演説からであった。当時の日本は、140 ヵ国以上の首脳が参加する 2000 年
のミレニアム・サミットを控えており、サミットにおいて主要な役割を果たすための戦略
を要していた、という背景もあって、政府として人間の安全保障を推進したものと考えら
れる。佐藤（2004）によれば、「国連の場では、自国を中心に議論の輪をつくる努力を繰り
返していくことが自らの発言力を高めることにつながる」とされており、「人間の安全保障
を重視することをミレニアム・サミットの基調」とする戦略を当時の日本は採用し、ミレ
ニアム・サミットにおいて実際に日本は「1 つの議論の輪の中心」として機能することに成
功したという28。	
 
	
  小渕総理のもと国連外交上の戦略として採用された人間の安全保障は、その後の森総理
によっても引継がれ、森総理時に、人間の安全保障に関する概念の精緻化が図られる。ノ
ーベル経済学賞を受賞したアマルティア・セン教授や元国連難民高等弁務官の緒方貞子を
協同議長とする「人間の安全保障委員会」が日本政府の働きかけによって設立され、計 5
回の会合ののち、最終報告書が作成され当時のアナン国連事務総長に提出された。	
 
	
  報告書によれば、人間の安全保障とは「人間の中枢にある自由を守ること」であり、保
護と能力強化という必要不可欠な戦略によって、生存・生活・および尊厳を確保するため
の基本的な条件を人々が得られるようなシステムを構築すべきである、とされる。また、

27

	
 南博、2004、『人間の安全保障と日本外交』国際問題 No.530、p４５	
 
	
 佐藤行雄、2004、
『日本の国連外交と人間の安全保障	
  国連ミレニアム・サミットへの軌
跡』国際問題 No.530、p12	
 
28
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報告書では紛争と開発の問題について主に議論を行いつつ、その 2 つをいかにつないでい
くか、という点が重視されているという29。	
 
	
  一方で、人間の安全保障について、概念は精緻化されたものの、それによって実現され
る付加価値についてはいまだに理解ができないという批判も聞かれるが、この点について、
南（2004）によれば、
「人道援助から開発援助へという移行過程で起こりがちな『ギャップ』
の問題の解消」という意義が述べられている30。	
 
	
  ギャップの問題とは、すなわち紛争経験国家に対する援助におけるギャップ問題であり、
より具体的には２つが挙げられている。まずは、援助の枠組みに関するギャップである。
紛争時、また紛争直後に人道援助が必要とされている時期・分野では、国際的に援助が集
まりやすく、比較的に迅速・効果的な援助が可能であるものの、一方で、ある程度の情勢
の安泰に伴い国際的関心が低下すると、一挙に援助が減少し、紛争後の開発に関する援助
が不足する、というものである。開発がないがしろにされれば紛争の再発につながること
もあり、その意味で、紛争後においては人道援助だけではなく、それと同じ程度もしくは
それ以上に、開発援助が重要であることを考えれば、これは大きな問題である。また、さ
らなる問題として、援助の実施機関が、人道援助と開発援助を行う機関で異なる、という
ものが挙げられている。これは国際機関の縦割り構造が一因とされており、一応は UNDP が
各機関の調整役を担ってはいるものの、現実的には機関間の調整・連携は停滞していると
いう。	
 
	
  こういった中で、	
 人間の安全保障が導入されることで以上の 2 つの問題は解決されうる
という。
「人間の中枢にある自由を守る」という概念のもと、プロジェクトとして人道援助・
開発援助を一体的に捉え、また実施機関についても、紛争ごとに設定されるイニシアティ
ブ下で連携が図られるため、以上 2 つのギャップが解消されるのだ。	
 
	
  さて、以上のような内容・経緯をもつ人間の安全保障について、	
 以下、2009 年までに、
表 1 のように日本政府は概念の普及・実践に努めてきている。以下の表における活動内容
について簡単に説明すると、「人間の安全保障フレンズ」は、人間の安全保障に関する共通
理解・協力の方法を参加者が模索するための非公式なフォーラム、「人間の安全保障基金」
は人間の安全保障にのっとった活動に対して拠出するためのファンド（活動拠出に関する
審査は日本政府・国連の両者が担当）である。活動内容のさらなる詳細については豊島（2009）
31

を参照されたいが、ここで重要なことは、日本政府が人間の安全保障に対してかなり入れ

込んで活動を行っているということである。豊島（2009）によれば、日本政府にとって人
間の安全保障という分野は「国連外交を推進し、国連における日本の関与を強化する分野」
29

	
 報告書で述べられた人間の安全保障に関する定義に関しては、前掲の南（2004）を参考
にした。	
 
30
	
 南博、2004、前掲、pp51,	
 52	
 
31
	
 豊島名穂子『人間の安全保障政策にみる日本の姿勢』	
 
（http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/21_houritsu2.pdf より
閲覧可能)
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であり、国連重視という１つの日本外交軸に位置づけられるものであるという。人間の安
全保障という項目を通じて、国連での発言力を高めようという、ミレニアム・サミット以
来の意図が今なお続いている、と考えてよいだろう。	
 
	
 
表 1.日本政府による、人間の安全保障に関する主な取り組み	
 
年	
 

月	
 

1999 年	
 

3 月	
 

人間の安全保障基金の設立・5 億円の拠出	
 

6 月	
 

シンポジウムの開催	
 

3 月	
 

人間の安全保障基金に約 66 億円を拠出	
 

7 月	
 

シンポジウムの開催	
 

7 月	
 

人間の安全保障基金に約 25 億円を拠出	
 

3 月	
 

人間の安全保障基金に約 15 億円を拠出	
 

8 月	
 

人間の安全保障基金に約 77 億円を拠出	
 

2 月	
 

シンポジウムの開催	
 

2 月	
 

人間の安全保障基金に約 40 億円を拠出	
 

12 月	
 

シンポジウムの開催	
 

2 月	
 

人間の安全保障基金に約 30 億円を拠出	
 

9 月	
 

人間の安全保障基金に約 30 億円を拠出	
 

2005 年	
 

5 月	
 

人間の安全保障基金に約 27 億円を拠出	
 

2006 年	
 

10 月	
 

人間の安全保障フレンズの立ち上げ	
 

12 月	
 

シンポジウムの開催	
 

2000 年	
 

2001 年	
 

2003 年	
 

2004 年	
 

	
 
2007 年	
 

内容	
 

人間の安全保障基金に約 27 億円を拠出	
 

4 月	
 

人間の安全保障フレンズ第二回	
 

11 月	
 

人間の安全保障フレンズ第三回	
 

	
 

人間の安全保障基金に約 27 億円を拠出	
 

2008 年	
 

	
 

人間の安全保障基金に資金拠出	
 

2009 年	
 

	
 

人間の安全保障基金に資金拠出	
 

（豊島（2009）を参考に筆者作成）	
 
	
 
	
  一方 TICAD において人間の安全保障という概念が明確に述べられたのは 2003 年の TICAD
Ⅲにおける「TICAD10 周年宣言」からであった。当時の同宣言においては、「3.未来の羅針
盤」という、今後とも重視すべき指針として追加的に記述されたのみであったが、年々、
人間の安全保障に関する記述は重点を占めてきている印象を受ける。2008 年の TICADⅣに
おける「横浜宣言」においては、
「成長の加速化」
「MDGs 達成」
「平和の定着とグッドガバナ
ンス」「環境・気候変動問題への対処」「パートナーシップの拡大」という 5 つの行動項目
が設けられているが、そのうち「MDGs 達成」
「平和の定着とグッドガバナンス」という 2 項
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目において、それぞれの見出しとして、「『人間の安全保障』の経済的、社会的側面」「『人
間の安全保障』の政治的側面」という記述がなされている。また、TICADⅤに関して、どの
ような形で人間の安全保障が組み込まれるかはまだ不明であるものの、それに向けた UNDP
による TICAD 関連ページには、
「TICAD の三本の柱」として「平和の定着」
「経済成長を通じ
た貧困削減」と並び「人間中心の開発」と記載され、人間の安全保障の理念が紹介されて
いる32。	
 
	
  このように考えれば、TICAD は人間の安全保障における日本の存在感のアピール、という
役割を担っていると言ってよいだろう。国連総会においては、アフリカの小国であろうと
も米国であろうとも同じ一票のみを持つことを考えれば、国連での力関係を左右する事項
について票を得たい際には、アフリカに対してアピールすることは極めて重要であり、特
に高位職の集まる TICAD において、アピールを行うことは効果的な手段であろう。TICAD は
第一に人間の安全保障という概念のアフリカ諸国への普及に大きな役割を果たし、また第
二に、概念に基づいた行動を実際に日本が実行していることをアフリカに印象付けること
ができる。これらによって、後に国連等で同概念が取り上げられた際には、新たな安全保
障に関する主導国として、日本のイメージを各国に植え付けることが可能となる。	
 
	
  このように、TICAD における人間の安全保障の存在感の拡大、人間の安全保障活動におけ
る日本のアピールに関する TICAD の場としての適当性から判断するに、TICAD が果たす役割
として、人間の安全保障に関する日本のアピール、という点も１つ考えることができよう。
国連での発言力拡大を人間の安全保障を通じて狙う日本にとって、TICAD はアピールの恰好
の手段として機能を期待されてきたに違いない。	
 
以上、TICAD が担ってきた点について 2 点述べた。援助の効率性、また国連外交でのメリッ
トという点での TICAD の役割を強調できたかと思う。	
 
	
 
3.TICAD が こ れ か ら 果 た す べ き 役 割 	
 
	
  次に考えたいのはこれからの TICAD の役割である。特に 3.11 以降は対外援助に関して国
益との関連性が求められることも多くなった。そのなかで TICAD は日本の国益に対してど
のような貢献を果たしうるであろうか。またどのような改善点が、TICAD に期待されるであ
ろうか。ここでは主に 3 点を挙げる。	
 人間の安全保障の更なるアピール、民間の進出、日
本の常任理事国入りの支持の拡大である。	
 
	
 
3-1.	
 よ り 精 緻 化 し た 形 で の 人 間 の 安 全 保 障 の ア ピ ー ル 	
 
	
  まず、さらなる人間の安全保障へのアピールのために、TICAD が今後あるべき姿について
提言したい。TICADⅣに関して、行動計画における重要項目に人間の安全保障が加えられた
ことは上述した通りであるが、その一方で、人間の安全保障という概念を精査すれば、実
際の TICAD における行動計画・内容は、概念の内容に完全にはそぐわない形で形成されて
32

http://www.ticad.net/ja/focus/index.html を参照。2013 年 3 月 18 日最終閲覧。
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いるような印象も受ける。この章ではその概念の本質と策定された内容との間における齟
齬を確認し、今後改善すべき姿を示そうと思う。	
 
	
  本稿 2-2.で述べたように、人間の安全保障によって実現される最も大きな付加価値の１
つが「『ギャップ』の問題の解消」である。「人間の中枢にある自由を守る」という概念の
もと、紛争後の人道援助と開発を一体的に捉えたプロジェクトを機関同士の十分な連携を
もって行うことができる、という利点を人間の安全保障は持っている。ただ、一方で TICAD
ではその利点が十分に活かされていないように思える。	
 
	
  まず、紛争後の人道援助と開発援助という問題を一体的には捉えきれていない、という
点が挙げられる。上述したように、TICADⅣにおいては、人間の安全保障は「人間の安全保
障の経済的、社会的側面」「人間の安全保障の政治的側面」というように二分され、それぞ
れ MDGs、平和・安定という項目に付け加えられている。これでは人間の安全保障の利点を
あえて消しているようなものである。本来「経済・社会・政治」という側面を全て包括し
て守る、という概念であるはずの人間の安全保障を、あえてそれぞれの側面に分けて考え
ては、人間の安全保障という概念を規定する意味がほとんど失われてしまう。さらに、上
述した TICAD に関する UNDP のホームページにおいても、「人間中心の開発」は「平和の定
着」「経済成長を通じた貧困削減」とは別の枠として論じられているが、人間の安全保障の
利点を考えるならば、
「『平和の定着』
『経済成長を通じた貧困削減』という２つの軸を、
『人
間の安全保障』という概念のもとで一体的に支援する」、といった内容になるべきであろう。	
 
	
  TICAD という場は、人間の安全保障という概念の普及・またそれに関わる主導国としての
日本という印象付けのためには、絶好の場であり、ぜひともその役割を今後とも担うべき
ではあると考えるが、一方で現状においては、「ギャップ問題の解消」という人間の安全保
障による付加価値が十分に活かされない・伝わらないような議論・支援の枠組みが TICAD
において形成されている。今後はさらに「ギャップ問題の解消」という価値を押し出すよ
うな枠組みを使って TICAD で議論すべきであろう。具体的には、先述したような、「『平和
の定着』『経済成長を通じた貧困削減』という２つの軸を、『人間の安全保障』という概念
のもとで一体的に支援する」といったように、人間の安全保障を援助の１項目として挙げ
るのではなく、日本の援助枠組みを包括するものとして掲げるべきであると考えることが
重要であろう。	
 
	
 
3-2.民 間 の 対 ア フ リ カ 進 出 の 促 進 	
 
	
  また、TICAD の今後の役割として、日本企業のアフリカ進出の促進、というものも期待す
ることができる。今年開催される TICADⅤにおいて特徴的なのは、事前会合として「TICAD
Ⅴ推進官民連携協議会」なるものが開かれていることである。2012 年から始まり 2013 年 3
月現在まで、三回の会合が開かれている。今までの TICAD はアフリカにおける開発・経済
振興に力点が置かれており、一方で日本企業がどう関わるかについてはほとんど焦点が置
かれてはいなかったように思える。しかし TICADⅤにおける準備会合の主要な１つが、この
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官民連携に割かれており、TICADⅤでは１つの大きなテーマとして日本企業の進出が取り上
げられるように思われる。	
 
	
  TICAD を日本企業のアフリカ進出促進の機会として捉えることは、実際に非常に有用であ
ると考えている。というのも、タンザニアでの企業訪問による聞き取り調査から、「日本企
業をアフリカから遠ざけている大きな要因の１つとして『イメージ』が大きい」、という回
答を得ることができたからだ。実状として大きなビジネスチャンスが確かに存在している
にもかかわらず、過去の経験・その伝聞などによって、日本企業はいまだにアフリカに対
してマイナスのイメージを過度に持っていて、それが進出の可能性を低下させているとい
う。また、そのようなイメージはふとしたきっかけで転ずることもあり、例えば少数でも
アフリカにおけるビジネスの成功例が出始めれば、一気に他の企業も進出を進めるのでは
ないか、という意見も聞き取り調査にて聞くことができた。	
 
	
  そのような状況を踏まえれば、TICAD を通じて、企業の重鎮を集め議論させることは非常
に有意義である。まず、議論を通じて、イメージとして何となく持っていたアフリカの悪
性が、より具体的に解決できる問題として立ち現れる。どのような課題が存在するのか、
ということを議論することは、それさえ解決できれば、進出の可能性が広がる、というこ
とを意味する。TICAD における議論は、アフリカの課題の明確化、という点で、アフリカの
イメージをより具体化・好転化させる。また、アフリカへコミットする、という政府の意
思を明確に企業側に伝えられることも大きな効果である。国際的に見てもまれなほど大き
な会議の開催、またそれに伴う、民間進出に関する継続的な議論の開催。これらを通じて、
「これからはアフリカの時代」といった印象を小さくとも企業に与えることができること
は重要な意味を持つだろう。	
 
	
 
3-3.常 任 理 事 国 入 り の 支 持 拡 大 	
 
	
  最後に、今後の TICAD に期待する役割として、次なる国連安保理改革における日本への
支持拡大、が考えられる。2005 年の国連安保理改革において、日本はドイツ・インド・ブ
ラジルとともに常任理事国入りを狙い、各国の賛同を得ることに奮闘した。しかし、結果
的にアフリカ諸国で形成されるアフリカ連合（AU）によって事実上の反対を表明され、安
保理改革は挫折に終わった33。もちろん日本は将来的に安保理改革を成功させることをいま
だ諦めてはおらず、その意味でアフリカ諸国に対して、日本の安保理入りの支持をアピー
ルすることは重要であり、TICAD は今後その役割を果たすべきものであるように思える。	
 
	
  TICAD と安保理改革における共通点は、どちらも日本対アフリカ総体、という関係が存在
している、ということである。どちらにおいても、日本対アフリカ個々の国々、ではなく、
アフリカ総体に対して日本がアプローチをしていることが共通点である。まず、TICAD につ
いては、いわずもがな、日本対アフリカ総体、という関係が成立している。TICAD は、日本
33

当時の安保理改革に関する議論については、北岡伸一、2010、
『グローバルプレイヤーと
しての日本』NTT 出版	
  4 章	
  に詳しい
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がアフリカ個々の国に対して、援助内容・額を決める場ではなく、あくまでアフリカ総体
に対する日本の政策フォーラムと考えるべき場である。	
 
	
  一方、安保理改革においても同様のことが言える。国連総会での投票では、もちろん各
アフリカ諸国がそれぞれの一票を投票するが、一方で通常は、投票以前にアフリカ諸国で
まとまった意見形成が図られ、その意見形成に基づいて、それぞれの国々が投票を行う。
つまり、投票場では各国が個別に投票するが、実際の投票内容を見れば、アフリカ諸国そ
れぞれの意見はほぼ一方向に集約される。これは、小国であるアフリカ諸国が有効的に国
連内で影響を与えるために行われている手法であるが、日本の安保理改革は国連での総会
投票の結果が重要であるため、安保理改革は日本対アフリカ総体との関係で考えられる問
題と言うことができよう。	
 
	
  日本対アフリカ総体として考えるべき安保理改革の問題は、日本対アフリカ総体という
関係で行うフォーラムでアピールをするのが効果的であると言えよう。もちろん、アフリ
カの開発に関する会議である TICAD において、公式的に安保理改革についてアピールする
ことは難しいが、よりインフォーマルで戦略的に TICAD を利用することはできる。TICAD の
それぞれの会合で高位職同士が接触する場合には、非公式な形で安保理に関する意図を伝
え、また安保理改革についての議論が国際的に高まりそうな時期には、TICAD への準備会合
の頻度を増やし、アフリカでの日本の露出度を増やす（もちろんその際の高位職同士での
接触では非公式な議論を行う）、などが具体的な方法として考えることができる。重要なこ
とは TICAD という場で、非公式にであっても安保理改革のことを話題に出す、ということ
である。アフリカ諸国が集まる場で、かつアフリカの開発がテーマとなる場で、少しでも
安保理改革の話を出すことによって、アフリカ側に対して日本の意図を強く意識させ、ま
た恩を意識的に持たせることができる。特に高官が集まる TICAD においてその効果は小さ
くはないと言えよう。	
 
	
  なお、この点については、今回のタンザニア研修で強く感じたことであった。JICA・外
務省・日本大使館への訪問、学生会議を通じた聞き取り調査を通じて、日本の常任理事国
入りに関するタンザニア政府の関心がいまだ低いことを実感した。タンザニアは日本のア
フリカ援助の主要な受け取り国であり、またタンザニアとしても日本はトップドナーの１
つであり、そのような状況から、タンザニアとしては日本の常任理事国入りを支持してい
るものであろうと予測してはいたものの、聞き取り調査では「タンザニア政府は何とも思
っていない」という回答が主に得られた。援助に関する質が求められる中、ただただ与え
るだけでなく、常任理事国入りを目指しているという意図の伝達・またそれを支援するよ
うな要請を援助に伴って行う必要を強く感じた。TICAD はそのためには絶好の機会であり、
今後そのような役割を担う媒体として積極的に利用していくべきであると考える。	
 
	
 
4.お わ り に 	
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  以上、TICAD による日本の国益への貢献について、過去・未来という時間軸で計 5 つの点
を挙げた。これまでに TICAD が担ってきた役割として、対アフリカ援助の効率化、人間の
安全保障のアピールの２つを、そしてこれから TICAD が担っていくべき役割として、人間
の安全保障の精緻化したアピール、民間進出の促進、安全保障理事会常任理事国入りの支
持拡大の 3 つを挙げた。特に最後の 2 点については、今回のタンザニア研修にヒントを得
た所が大きい。日本は何をもってアフリカに援助を行っているのか、日本とアフリカの関
係はいかなるものになっていくのだろうか、といったことについて、実際に現地で活動さ
れている方に会い、話を伺い、またそれを踏まえメンバー間で考え、議論し続けた 2 週間
の研修のおかげで本稿は完成したものである。現地での訪問先のみなさま、研修準備にて
お世話になったみなさま、ダルエスサラーム大学の学生、そして研修メンバー一同に感謝
して終わりとしたい。	
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第１章	
  序論
本レポートは 2013 年２月２１日～３月７日にかけて実施したタンザニア研修をもとに作
成した。タンザニアでは 2009 年６月タンザニア首相 Hon. Mizengo Kayanza Peter Pinda
によって発表された“Kilimo Kwanza”（スワヒリ語で「農業第一」の意）の下、農業を中心
とした国家開発戦略を立てている。経済成長という文脈の中では工業化や天然資源開発が
注目される中、農業が経済成長に果たし得る役割はどのようなものであるか。また、農業
分野の他分野への貢献、特に工業分野に対してどのような貢献をするか。本レポートでは
2013 年度現在のタンザニアの経済状況を背景に、農業優先政策が成長戦略として果たして
妥当であるかを検証する。また、農業優先政策をより有効に経済成長に繋げていくために
必要な具体的政策を提言する。
	
  第２章「タンザニア経済と農業の概況」では、タンザニア経済の特徴から農業開発が貧
困削減に寄与する可能性を示し、また、タンザニア農業の潜在的なポテンシャルについて
述べる。第３章「Kilimo Kwanza」ではタンザニア政府の方針である”Kilimo Kwanza”政策の
中身について触れておく。第４章「農業と経済成長」では農業と工業の連関について述べ、
Ｒ・ヌルクセとＨ・ミントらの先行研究を基にタンザニアでの工業優先論と農業優先論に
ついて考察する。第５章「タンザニア農業政策への提言」では、タンザニアの農業をより
有効に経済成長へと繋げていくために必要な具体的政策を”Kilimo Kwanza”では触れられて
いない事柄に関して提言する。

第２章	
  タンザニア経済と農業の概況
タンザニアの経済成長率は 2001 年度以降６％～７％を維持しており、アフリカ諸国平均
と比べても同等かそれ以上の成長を遂げている。その一方で、タンザニアは人口成長率も
119

2.28％と高く、この数字は世界１４位の水準であり世界平均の約２倍である。2100 年まで
にタンザニアの人口は約６倍に増加し、世界第５位になると予測されている。34	
  従って、
タンザニアの経済成長はその人口成長率に支えられて考えられ、実際、一人当たり名目Ｇ
ＤＰの成長率は４～５％であり、一人当たり名目ＧＤＰ額はアフリカ４４カ国中２９位で
ある。35	
 
また、最小費用法（Cost-of-Basic-Need method: CBN）により算出された CBN 貧困線を
見ると、タンザニアで 1 カ月生活するのに必要な最低額はダルエスサラームで約 13,000Ｔ
ｓｈ36	
  、タンザニア本土平均で 10,000Ｔｓｈであった。この貧困線を下回って生活する
人々の割合は以下の通りで、ダルエスサラームではある程度の改善が見られるものの、他
の都市域や農村地域では際立った改善が見られない。37
	
  	
 
	
 
図１	
  貧困率の推移

	
 
更に貧困線を下回る人々の平均所得と貧困線所得との比率を表わす貧困率ギャップを見
ても、ダルエスサラームを除くほとんどの地域ではあまり改善されていない。（図２）特に
農村地域では貧困ギャップが大きく、過少な土地しか持たない農民の貧困線からの乖離が
大きい。農村地域の場合、共同体における相互扶助の仕組みが働くことでこのような貧困
線から乖離した低所得者も生活することが出来ていると考えられるが、その生活は脆弱で
ある。	
 
	
 

図２	
  貧困率ギャップ

34
35
36
37

World Population Prospects: The 2010 Revision
IMF「World Economic Outlook Database, September 2011」
タンザニアシリング、１＄＝約 1500Ｔｓｈ
HBS2007 P48Table 7.1
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所得の不平等度を表わすジニ係数は、貧困率とは反対に都市部で高い傾向にあり、仕事
を求めて都市へ出稼ぎに来る若者の増加と都市部での失業率の増加がその根底にある。（図
３）農村部では総じて貧しく、貧富の差は都市ほど顕著でない。	
 
	
  	
 
	
  図３	
  ジニ係数

以上で述べたように、タンザニアはその高い経済成長とは裏腹に国民の生活水準、特に
最貧層の人々の生活水準は向上しているとは言い難い。タンザニアでは農業従事者が就業
人口の７～８割を占めている一方で、名目ＧＤＰの産業別構成比で農業は２割～３割を占
めるに留まっており、貧困世帯の大部分は貧農世帯と都市の失業者からなる。従って、農
業人口の一人当たりの所得向上はタンザニアの貧困削減に大いに貢献すると考えられる。	
 
そこで、タンザニア農業の成長可能性を探るために、その潜在的な４つのポテンシャル
について述べる。	
 
	
  ①豊富な農業労働力	
 
	
  タンザニアの人口は約 4500 万人で、そのうち労働力人口は 2000 万人弱と推定されてい
る。先述したように労働力人口の７割～８割は農業従事者であるので、農業に対する労働
力供給は豊富である。38また、労働力供給のバッファ機能を果たす失業も相当数あり、特に
ダルエスサラームやその他都市域での若者の失業率が高い。その原因の一つには、相続で
分割された土地がしばしば自給可能生産規模を下回ることがあるため、よりわずかな土地
しか相続出来なかった若者は相続地の耕作を他者に委託して都市に働きに出ることが多く
なったことが考えられる。	
 
	
  	
 

図４	
  失業率

	
 
	
 
	
 
	
  ②豊富な可耕地	
 
	
  タンザニアの国土は日本の約２．５倍であり、可耕地は 4400 万ヘクタールと広大である。	
 
	
 
	
  ②豊富な可耕作地	
 
タンザニアの面積は 945,087km²で日本の約２．５倍に当たる。また可耕作地は 4，400
38

Integrated Labour Force Survey 2006
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万ヘクタールと広大である。しかし、現在耕作が行われているのは可耕地のうち２５％ほ
どに過ぎない。39この広い土地を活かした農業生産のポテンシャルは非常に大きく、人口の
成長に伴って耕作地が拡大する可能性は十分にある。作付面積のうち約６割はメイズやミ
レットのような穀類生産に充てられており、その他イモ類、豆類を合計すると９割が自給
作物生産に充当される。コーヒー、葉タバコ、カシューナッツなど換金作物は１割ほどで
ある。穀物生産の多い農業の特質から、タンザニア国内の自給率は高く 2004 年以降 100％
を超えて推移している。また、前耕作地のうち、８５％は耕作面積２ヘクタール以下の小
農経営者によって耕作されており、平均一人当たり作付面積は０．１ヘクタールほどであ
る。40小農経営者の多くは自給作物の生産に傾斜しており、大規模な商業経営の農家によっ
てコーヒーなど換金作物が生産されている。	
 
また、耕作地の拡大とともに重要と考えられるのは既耕地の灌漑整備である。タンザニ
アの灌漑適地 2900 万ヘクタールのうち、現在灌漑が行われているのは２９万ヘクタールで
ある。	
 
	
  ③安定した気候	
 
	
  タンザニアの気候は一年中安定して高温湿潤である。季節は３～５月に雨季があり、11
月～12 月の少雨季とそれ以外の乾季に区分される。また、標高の高い地域では比較的冷涼
な気候を活かした農業を展開し、生産物は地域によって特色がある。	
 
コメなどの生産は灌漑設備がないところでも、雨季における降水を溜めておくことで生
産が可能である。一方で、年によっては旱魃が起こることもあり、灌漑設備の充実が急が
れる。	
 
	
  ④貿易環境	
 
	
  農業はタンザニアにとって外貨獲得産業としても有力であり、コーヒー、カシューナッ
ツ、タバコ、バナナ、コットンなど換金作物の輸出は鉱物資源輸出、観光業に次ぐ第 3 位
の外貨取得源である。また、近年では価格高騰などによってトウモロコシの生産・隣国へ
の輸出も増加している。輸出相手としては隣国のケニア、ルワンダが輸出先上位１０カ国
に登場している。タンザニアの加盟する東アフリカ共同体（ＥＡＣ）は 2005 年に関税同盟
を成立させ、2010 年までに域内関税撤廃、対外共通関税を設定し、ますますＥＡＣ域内で
の貿易が盛んになった。2009 年にはルワンダとブルンジもＥＡＣに加盟し、更なる広がり
を見せている。全体としてタンザニアの貿易収支は赤字であるものの、対ＥＡＣ諸国貿易
に限っては輸出超過が続いており、今後の更なる成長が期待できる。タンザニアの農業生
産は人口の成長による国内需要の伸びに加え、ＥＡＣ諸国の需要にも応えるような発展を
していく必要がある。	
 
ＥＡＣの今後の課題として、非関税障壁の撤廃や後述する国際幹線道路の整備などが挙

39
40

Ministry of Agriculture, Food and Cooperatives
Ministry of Agriculture, Food and Cooperatives
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げられているが、ＥＡＣは通貨統合、政治統合も見据えており、更なる活発な貿易が期待
されるところである。	
 
	
 
	
 図５	
  タンザニアの対ＥＡＣ諸国貿易（100 万＄）
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
 
	
 
第３章	
  “Kilimo Kwanza”
既に述べたような農業のポテンシャルを活かすとともに、農業におけるハードシップを克
服し、タンザニアの貧困削減と経済成長に繋げていくことを目的とする“Kilimo	
 Kwanza”
政策について述べる。	
 
	
  1997 年以降における農業自由化政策は、自給食物から換金作物への転換の過程で、国内
では消費しないコーヒーや茶など輸出換金作物を重視し過ぎたことで食糧生産の急激な伸
びを記録する「緑の革命」を妨げたと批判された。そこで、“Kilimo	
 Kwanza”の下、農業関
連予算を現状の７％から１０％まで引き上げ、食糧自給に必要なメイズ、コメ、小麦、キ
ャッサバ、マメなどを戦力的作物として選択的に介入を行い、灌漑などを含む農業開発イ
ンフラを整えることを施策とした。	
 
	
  タンザニアの農業の最大の問題点は低投入による生産性の低さにある。その生産性を改
善するための具体的な政策提案では、以下の４項目のような官民連携を中心とする農業開
発が提案されている。41	
 
	
  ①種子の改良	
 
	
  ・・小規模農民に対する改良種子の配布	
 
	
  	
  ・民営化した種子会社の経営戦略見直しと種子供給増加に向けた支援	
 
41

JICA“事業事前評価表”

123

	
  	
  ・種子の国内供給増加まで暫定的な種子の輸入促進	
 
	
  ②肥料・農薬	
 
	
  	
  ・肥料補助金適用地域の拡大	
 
	
  	
  ・官民連携による、大規模な肥料工場の建設	
 
	
  	
  ・国内生産開始まで暫定的な肥料輸入	
 
	
  	
  ・主要な農薬輸入のための官民連携メカニズムの構築	
 
	
  ③灌漑	
 
	
  	
  ・ドナー、民間企業からの寄付による国家的灌漑基金の設立	
 
	
  	
  ・長期的な灌漑設備の整備とメンテナンス	
 
	
  	
  ・政府予算による灌漑インフラ整備	
 
	
  	
  ・政府所有の既存の灌漑設備維持と民間へ融資拡大	
 
	
  ④農業機材	
 
	
  	
  ・元国営企業 Ubungo Farm Implements（UFI）の操業再開による機材生産
	
  	
  ・国内機材生産保護のための関税引き上げ
	
  	
  ・官民連携によるトラクターの組み立てと基本的部品の国内製造
	
  以上のような具体策をもって、タンザニアは農業の近代化を図ろうと試みている。
	
  種子の改良、肥料・農薬、灌漑などはアジアでの「緑の革命」の３本柱になった項目で
あり、タンザニア農業の発展に欠かせない。特にコメの生産に関してはタンザニアで大き
なポテンシャルが示されており、ＪＩＣA などの協力も得て灌漑等のインフラ整備に取り組
んでいる。また、農薬に関しては完全に輸入に頼っているため、輸入から国内での流通ま
で幅広くシステムを構築する必要がある。
	
 
図 6	
  農業資材にアクセスが無い人の割合（ＪＩＣA レポートより）
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第４章	
  農業と経済成長
工業化よりも、資源開発よりも、まず農業を優先して近代化させるというタンザニア政
府の成長戦略は果たして有効であるかどうか。先述したように、確かにタンザニアの農業
は一定のポテンシャルをもっていることが確認されているが、農業だけで発展した国は歴
史上存在しない。経済成長のためには、産業の多様化、特に工業化が常に必要とされてき
た。そこで、本レポートでは農業と工業の連関と経済成長に焦点を当てて、タンザニアの
農業政策が経済成長に有効であるかどうか考察する。
１農工連関
一般に農業と工業は互いに連関するとされ、農業の発展なき工業化はあり得ない。農工
連関には大きく分けて４つの意味において説明される。
第一に、食糧供給である。都市は食糧供給を周辺農村域に依存しており、農村からの食
糧供給が十分でなければ、食糧価格は高騰し、実質賃金率は下落する。これによって工業
雇用主は名目賃金の引き上げを受け入れざるを得なくなり、利潤率が低下、投資が減退す
ることで結果として経済成長が抑制される。従って、農業による食糧供給は労働賃金と密
接に関係し、工業に大きなインパクトを与える。
第二に、労働力の移動である。Ａ・ルイスが二重経済モデル 42を使って説明するように、
農業部門において労働生産性の向上が起こり、余剰労働力が生まれると工業部門へ労働力
が移転される。それによって工業部門における賃金率が低下し、工業の利潤率が増加する。
従って、農業部門の生産性向上は工業部門の発展に寄与する。
第三に、外貨獲得のための輸出である。貿易収支の安定はマクロ経済の安定に繋がり、
工業化へのマクロ的基盤となりうる。実際、タンザニアにおいても農産物輸出は輸出の大
きな割合を占めていた。また、農業輸出によって得た資金は国内投資家によってより生産
性の高い工業に投下され、工業の直接的な発展に結びつく。
第四に、工業部門で用いる原料生産である。農業から直接に発展する工業として、タン
ザニアの場合、食品加工や製糸などが考えられる。これは、農業と軽工業の産業連関を基
に、軽工業―重工業へと発展するという発展段階論に依る。
以上が農業と工業の連関に関する議論である。農業が食糧供給、賃金率、労働力の移転、
外貨収入、工業原料調達に与える影響のどれをとっても、農業が工業発展の前提条件にな
ることは確かである。一方で、工業の発達も国民の生活水準を押し上げ、農業技術の進歩
に貢献する。このような意味で、農業と工業は互いに関係し、補完し合いながら一国の経
済発展に寄与すると考えられる。このような農工連関を鑑みると、農業と工業のバランス
をとった経済成長が志向されるところではあるが、現実問題として発展途上国の資本には
限りがあり、両部門に万遍なく資本を投入したのでは高い投資効率を維持することが出来
ないので、短期的にはどちらか一方の開発に傾斜せざるを得ない。それでは、農業と工業
のどちらを重視した発展がより望ましいか。まずは、工業を重視する立場の主張を吟味し、
42

Ａ・ルイス“二重経済モデル”	
  農工間の労働移動と賃金格差の関係を示した。
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タンザニアに妥当するか考える。
２工業重視論とタンザニア農業
農業発展途上においては一人当たり資本装填率が低く、このことが一人当たりＧＤＰの
低水準に起因すると考えられることから、国全体としての資本の蓄積が求められる。Ｒ・
ヌルクセ43はこの点について、人口過剰国において農業に過剰に雇用されている“偽装失業
者”の存在を指摘し、これを工業ないし他の産業に振り向けさえすれば農村での扶養人口
が減り、自動的に農村での貯蓄＝資本形成が進んでいくと考えた。他方、需要面では国民
の消費パターンに合った産業とそれを補完する産業の“均整のとれた成長”を促すことで
投資誘因不足を解決できるとして、輸入代替工業化を説いた。ヌルクセは工業製品の国内
需要と購買力の源泉としての役割を農業に与え、工業の優位を説いた。
タンザニアでは、先述したように農村地域においても失業率は７～８％と高く、その他
“偽装失業”も含めると限界生産の逓減をほぼゼロの状態で他の産業に労働力を移転でき
ると考えられる。
しかし、タンザニアにおいて“偽装失業”を工業の労働力へ振り向けることは必ずしも
適切であるとは言えない。なぜなら、タンザニアには都市部で農村よりむしろ高い失業を
抱えており、潜在的な工業労働力は既に形成されているからである。労働力が存在するに
も関わらず工業化が進んでいないのは、やはり資本不足によるものである。一方、農村で
は耕作地を拡大するポテンシャルが残されており、労働の吸収力も高い。従って、工業化
よりも農村開発を行うことがむしろ一人当たり所得を増やし、資本形成を進めると考えら
れる。
	
  工業を重視する立場として、貿易商品として工業製品の農業生産物に対する優位が説明
されることも多い。プレビッシュは一次産品の工業製品に対する交易条件44が長期的に低下
するということから、工業の優位を強く主張している。実際、タンザニアの貿易収支は対
先進国で見ると赤字基調であり、2012 年度予測値では－４０億＄となっている。45また、
今後もこの傾向が続くと予想される。特に対日本貿易ではこの傾向が顕著で、日本からの

輸入主要品目が自動車等輸送機械、機械製品であり、タンザニアの主要輸出品目はコー
ヒー、貴金属、ゴマ、魚である。
	
  一方で、タンザニアは対ＥＡＣ諸国に対しては先述の通り２～３億＄の貿易黒字を達成
しており、その額はＥＡＣの経済統合が進むにつれて大きくなっていくと考えられる。対
ＥＡＣ諸国に限ってはタンザニアの貿易はプレビッシュが指摘したような一次産品輸出と
工業製品輸入という構造にはなっておらず、貿易による資本形成が望めると思われる。
３農業擁護論とタンザニア農業
R・ヌルクセ	
  人口希薄国と人口密集国とに場合分けをし、特に後者において工業化の重
要性を説いた。
44 輸出物価指数を輸入物価指数で除したもの。輸出財１単位で輸入材を何単位入手できる
かを表わす。歴史的に長期的に一次産品の交易条件は悪化していることが実証されている。
45 World Bank
43
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  ここまで、農業悲観論がタンザニアにおいては必ずしも妥当しないということを述べて
きた。次に、農業擁護の立場からタンザニアの農業と経済成長の可能性を探っていく。
“低開発地域は本来農業を主とするので、所得増大のためには、重点は農業開発におかれ
るべき”と主張するのはＮ・ＳブキャナンとＨ・Ｓエリスらである。その根拠は、農業生
産の向上は比較的少ない資本の投下で即時的に達成されうるという事実に基づいている。
途上国の多くでは灌漑や品種改良、化学肥料の投下によって生産が飛躍的に増大する例も
しばしばみられる。確かに、タンザニア政府の財政状況は逼迫しているので、回収に長期
を要する投資よりも短期で効果が発揮される投資の方が望ましいし、巨大な額を投資する
よりも小規模の資本投下で足りるような開発計画の方が現実的である。
	
  また、より積極的な意味で農業優先論を説いたのがＨ・ミントである。ミントは 1960 年
代東南アジアでの「緑の革命」にみられたような農業生産性の飛躍的な向上と結合した経
済開発こそ真に成長のエンジンたりうると考えた。先述した農工連関のうち、特に第一と
第四のものに注目し、農業生産性の上昇による所得増加効果と中産階級の創出、農産物を
原料とした軽工業の発達により経済成長が促進すると説明する。ミントの指摘するところ
によれば、輸入代替工業化は都市に形成された一部の中産階級に向けて奢侈品を生産する
ような工業化の方法であり、非能率的でその成長可能性も低いとした。一方で、農産加工
品を主とする輸出志向型工業化をより有望視している。ミントの考えをタンザニアに応用
するならば、コーヒー豆、トウモロコシの加工や製糸、植物油の搾油などが最初のターゲ
ットになると考えられる。
４小括
	
  以上、工業重視か農業重視かという議論をタンザニアに当てはめて考察してきた。未だ
資本蓄積が進んでおらず、未耕作地が農業雇用拡大のポテンシャルとして存在する現段階
のタンザニアでは、工業化よりもむしろ農業の充実を図る戦略が妥当である。増加し続け
る人口とそれに比例して増加する食糧需要を満たすための自給作物生産を促進すると同時
に、将来の工業化に備えるための資本蓄積の手段としての換金作物生産も増やしていくこ
とで、中産階級の創出と資本の十分な蓄積をもって軽工業から徐々に工業化を進めるとい
うことがタンザニアの農業を軸とする成長戦略である。

第５章	
  タンザニアの農業政策への提言
	
  ここまで、“Kilimo Kwanza”による農業重視政策の妥当性について述べてきた。しかし、
政策の中身自体は十分でない部分も多いように思われる。そこで、タンザニアの農業政策
で先述した種子改良、肥料・農薬、灌漑、農業機械以外に関する提言を行う。
１開墾奨励
	
  先述したように、タンザニアの可耕地４４００万ヘクタールのうち、耕作されているの
は４分の１ほどに過ぎない。その上、農村には一定の失業者＝余剰労働力が存在している。
この矛盾を解消するために、開墾の奨励を行って耕作地を増加させるべきである。将来の
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人口増と食糧需要増大に備えるために開墾は必要不可欠である。具体的な施策として、農
薬や農業機械に対する投資に加えて農地開拓にも投資が可能になるような農村金融制度を
創設することである。また、制度設計のみではなく、実際に農民が投資をしやすい環境を
整備することも重要であり、農産物価格の安定や低金利での融資を実現させるべきである。
農村を金融システムに組み込むことは、農村部において貨幣による貯蓄を促進する効果も
あると考える。広く小農経営者にも換金作物栽培が普及して現金収入を得るようになって
も、預金をする場がなければ、民間の貯蓄が投資に振り向けられない。
加えて、開墾奨励策の宣伝によって国民の理解向上にも努めていく必要がある。特に、
都市に出稼ぎにくる若者にとって都市で働くよりも魅力的な環境を整備し、周知しなけれ
ばならない。あるいは、都市への妄信的な希望を失くすために、都市の雇用情報をラジオ
等で広く知らしめることが有効である。
２運輸・交通インフラの整備
	
  農村の食糧供給機能を十分に活かすためには、都市と農村を繋ぐ道路の整備が重要であ
る。タンザニアの道路は幹線道路以外では未舗装の部分も多く、地方道の舗装が必要であ
る。また、農作物輸出の観点から特にＥＡＣ諸国に対する輸出のために、タンザニア国内
からザンビアやケニアに抜ける国際道路の整備も求められる。ＥＡＣ諸国の多くは海を持
たない内陸国であり、ダルエスサラーム港を持つタンザニアの運輸インフラに依存するた
め、国際道路の整備はこれらの国にとっても重要である。
農作物のＥＡＣ諸国への輸送に関しては鉄道の利用も要請される。1975 年に中国によっ
て敷かれたタンザン鉄道は老朽化の問題もしばしば起こっており、新たに線路を敷設する
必要もあるが、鉄道による輸送コストの低減のメリットが大きく、重要な運輸交通のポイ
ントになる。
ダルエスサラーム港についても、港自体の老朽化問題や取引が増大する一方で港の後背
地が狭く容量が少ないなどの問題、ケニアのモンバサ港との競争上解決しなければならな
い要素の一つである。港の改修のようなハード面での改善とコンテナ積み下ろしシステム
の改善などソフト面での改善が求められる。加えて港からのダルエスサラーム市内交通渋
滞の緩和も必須である。また、農産物輸出、天然資源輸出の要として新港の建設には積極
的に着手すべきであると考える。
３アグリビジネスの誘致
	
  タンザニアの農業開発のために民間の投資は必要不可欠である。先述したように、タン
ザニアにおける農業のポテンシャルは高く、外国企業にとっても大きな魅力になっている。
そこで、アグリビジネスにおける外国資本の積極的な誘致を行い、農業技術の移転と資本
の注入を受けるべきである。外国資本が、特にアグリビジネスに関してタンザニアに進出
する際にネックとなるのは土地取得手続きの煩雑さや政府役人の汚職である。世界銀行な
どが発表する“Doing Business”においてもタンザニアの汚職は問題視されおり、以下の表
のように他のサブサハラアフリカ諸国平均と比べてもより悪い状況である。汚職自体を厳
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しく取り締まる仕組みを作ることと、タンザニアのビジネスチャンスを積極的に公表して
いくこと、工業における経済特区のような税制優遇地区を設けてアグリビジネスを誘致す
る方法も有効であると考える。

第６章	
  総括	
 
	
  タンザニアにおいて農業開発は貧困削減、不平等是正への効果に加えて経済成長への基
盤となりうる。タンザニアの農業は人々にとって豊かな暮らしへの“社会的はしご”であ
るとともに、国家にとっても経済発展への“はしご”なのであった。農業優先か工業優先
かという議論は、少なくとも資本蓄積が進んでおらず未耕作地が農業雇用拡大のポテンシ
ャルとして存在する現段階のタンザニアでは、工業化よりもむしろ農業の充実を図る戦略
が妥当であると考えられる。農業の“はしご”をより堅固なものにするために、開墾奨励、
運輸・交通インフラの整備、アグリビジネスの誘致を提言したが、限られた予算の中でそ
の他にも政府のとるべき政策は多々あって取捨選択しなければならない。また、農業以外
の有力な産業としての鉱業をどう活かしていくかもタンザニアの大きな選択になるであろ
う。そのような多様な選択肢の中で、将来の工業化を見据えた現在の農業戦略は“Kilimo
Kwanza”の下、官民が広く共有し、共に行動を起こしていく道標となりうる。アルフレッド・
D・チャンドラーの説くような戦略を持つことの重要性は企業のみならず、国家にとっても
より重要な意味をもつものである。

主な参考文献
ラグナー・ヌルクセ“未開発国における資本形成の諸問題”
崎浦誠治	
  “低開発国における経済開発と農業”	
 
厚母浩	
  “Ｈ・ミントの低開発国開発論”	
 
ＪＥＴＲＯ“農漁業分野ＢＯＰ潜在ニーズ調査”２０１０
ＪＥＴＲＯ“タンザニア政治・経済概況”２０１２
ＪＩＣＡ“事業事前評価表”
ＪＩＣＡ“貧困プロファイル	
  タンザニア連合共和
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タンザニアにおける水インフラ分野援
助の実態と展望	
 
原科彩	
 

	
 
１ ． は じ め に 	
 
	
  2013 年 2 月 20 日―3 月 7 日に実施されたタンザニア研修において今年度から個人に課さ
れた個人研究。内容は自由ということで、始めは国立公園といった自然遺産の存在がいか
に現地の住民の意識に影響を与えているかという文化的な意味合いをもつ論文に仕上げよ
うと思っていた。しかし国立公園に訪問する予定がなくなり、学生会議で援助班に配属さ
れたことにより、タンザニアと日本の関係を援助という面で捉えた内容のものにしようと
決めた。また、幅広い分野を横断している援助の中でも細かく分野を絞り、インフラ分野、
特に水インフラの分野に焦点を当てて、調べてみようと決めた。なぜ、水インフラ分野に
焦点を当てたのか、理由は大きく２つある。	
 
まず一つは、元々自分の中で保健・衛生分野における援助について興味があったことで
ある。そしてその中で、特に水という存在は生命の根幹に存在するものだと思った。外務
省のホームページにおいても、水は「人間のための水」、「食料のための水」、「自然のため
の水」、「工業その他のための水」というような分類がなされていた。それほど、水はすべ
てのものに通ずるものであるのだと認識できる。それに加え、日本という国は工業化に伴
う公害問題を解決してきた過程において、水と衛生に関する技術で比較優位を保ってきた
という過去を持つ。そのような日本の特徴をふまえつつ、タンザニアに対し水・衛生分野
で一体どのような援助をこれまで日本がしてきたのか、現在行っているのか興味をもった。	
 
そ し て 二 つ 目 の 理 由 と し て 、 MDGs す な わ ち ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標 の GOAL7 “ Ensure	
 
Environmental	
 Sustainability”に、水インフラ分野の援助が大きく関係していると思っ
たからである。2015 年を目処として考えている MDGs であるが、その期限まで残り 2 年とな
った。タンザニア帰国後の 3 月 8 日に KPMG の方と「2015 年までに MDGs を達成させるため
には」というディスカッション予定も組まれており、タンザニア研修後にも何かしらの形
で発展させることのできる内容であるということも決め手の一つとなった。	
 
このような理由から、タンザニアにおいて日本が行っている水インフラ分野における援
助の実態について調べてみる。そして、実際のところその援助策は順調に進んでいるのか、
タンザニアのニーズに応えることが出来ているのか、実行に移した段階でどのような困難
が発生しているのか等、文書ではわからない点について実際にこの目で見てきたい。	
 
この文書では、まず日本が水・衛生分野においてどのように優位性を獲得してきたのか
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を言及し、そしてその優位性を活かしミレニアム開発目標達成に向けどのような姿勢を打
ち出しているのか、タンザニアの地域では具体的にどのような取り組みを行っているのか
について紹介したのちに、研修で実際に見てきたことを踏まえつつ、最終的に水インフラ
分野における援助の今後の展望としてどのようなことが挙げられるのか提言に結び付けた
形でこの個人研究を締めくくりたいと思う。	
 
	
 
２ ． 日 本 の 優 位 性 	
 
	
  まず始めに、日本が水・インフラ分野において優位性を獲得してきた背景について簡単
に言及しておく。日本は、歴史的に経済発展と産業構造の変化、都市化の進展等に伴って
深刻化した洪水、渇水、水質汚濁等の問題を克服するため、水関連災害の軽減、水利用調
整、水質汚濁防止等に関してソフト、ハード両面の対策を進めてきた過去をもつ。	
 
	
  戦後の復興から高度成長期にかけて、都市部を中心に広域的な水資源確保や上水道整備
等を進め、水供給の安定化、衛生状態の改善を図った。また、農村部では台所やトイレ等
の生活環境の改善や灌漑事業を総合的に進め、衛生状態の改善及び農業生産性の向上を図
った。さらに、高度成長期には、河川、湖沼等の急速な水環境悪化に対し、排出水規制の
実施、下水道の整備等により対応する一方、地下水の過剰取水による地盤沈下問題に対し、
揚水量の規制のみならず水環境関連法による工業排水の水質規制により水の有効利用を進
め、総合的に対応した。	
 
	
  こうした中で確立された多摩川等の流域を単位とした下水道整備のマスタープランによ
る水質管理、琵琶湖等の総合的な湖沼管理、鶴見川流域等の総合治水対策、濃尾平野等の
地下水規制管理等の手法は、今後、開発途上国における統合水資源管理にも有効に活用で
きるものであるとされている。そしてこうした日本の経験、知見や技術を活用して、開発
途上国の水と衛生に関する状況の改善に積極的に貢献することは、日本の比較優位が高く、
質の高い援助につながるといわれている。	
 
	
  このような評価の下、日本は水と衛生分野において 1990 年代から継続的に世界のトップ
ドナーであり、2000 年から 2004 年までの 5 年間では二国間ドナーの 41％に当たる 46 億ド
ルの ODA を実施した。（下図参照。）日本は具体的に水と衛生の分野で、統合水資源管理の
推進、安全な飲料水と衛生の供給、食料生産等のための水利用支援、水質汚濁防止と生態
系保全、水関連災害による被害の軽減に関するソフト、ハード両面の支援を行っている。	
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（外務省 HP：http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/pamphlet/wasabi/j-5.html）	
 
	
 
また、2000 年 9 月に国連ミレニアム・サミットにおいて「国連ミレニアム宣言」がなさ
れたこともあり、それに関連して 2003 年 3 月の第 3 回世界水フォーラム・閣僚級国際会合
の機会に「日本水協力イニシアティブ」を発表している。これは、水分野における日本の
包括的な取組を提示したものである。そして、こうした水と衛生に関する日本の援助を一
層効果的に実施することを目的として 2006 年 3 月には「水と衛生に関する拡大パートナー
シップ・イニシアティブ（英語名：略して WASABI）」を発表した。	
 
	
  この「水と衛生に関する拡大パートナーシップ・イニシアティブ」の位置づけは、ODA 大
綱及び ODA 中期政策を踏まえた「分野別援助政策」であり、水と衛生に関する日本援助の
基本方針と具体的取組を示した政策文書である。根底にある基本認識としては、水は生命
の根幹であり、MDGs 達成のために極めて重要な要素であるということ、日本の経験や技術
を活用することで質の高い援助を実施できているということがある。基本方針としては、
日本が国際機関、他の援助国等と連携しつつ、水と衛生分野における開発途上国の自助努
力を支援するための方針を打ち出している。具体的には 5 つの方針を打ち出しており、(1)
水利用の持続可能性の追求、(2)人間の安全保障の視点の重視、(3)能力開発の重視、(4)分
野横断的な取り組みによる相乗効果の追求、(5)現地の状況と適正技術への配慮、となって
いる。そして、その基本方針の下、具体的な取り組みとして、統合水資源管理(IWRM)の推
進、安全な飲料水と衛生の供給、食料生産等のための水利用支援、水質汚濁防止と生態系
保全、そして水関連災害による被害の軽減がなされているという。	
 
	
 
３ ． タ ン ザ ニ ア の 現 状 と JICA の 取 り 組 み 	
 
	
  次に、タンザニアの水・衛生分野においてどのような援助策が行われているのかを紹介
する。一点、ここで注意しておいてもらいたいのが、援助策といっても幅が広すぎるため、
アクターを国際協力機構である Japan	
 International	
 Cooperation	
 Agency（略称 JICA）に
しぼって紹介していきたい。なぜ JICA に絞ったかというと、JICA は、日本の政府開発援助
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（ODA）を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っているからである。
それだけでなく、日本の国益だけを考えているのではなく、現地に寄り添う形であくまで
現地政府の要望に応える形で活動を行っていることから、現地のニーズを詳しく把握しつ
つ日本政府の定める方針の下で活動しているといえるアクターだからである。そして、JICA
タンザニア事務所がタンザニア研修の訪問先の一つであり、現地の生の声を聴くことが出
来るということが極めつけとなった。	
 
	
  JICA の活動を細かく見ていく前に、まずタンザニアの給水・水資源管理についての現状
と課題を紹介する。タンザニアは本土において安全な水へアクセス可能な人口の割合が、
地方部で 58.7%、都市部で 84%と、地方部で特に低い水準にある（2009 年 12 月、水省）。こ
のような状況の背景には、水資源の地理的既存状況の偏りや、その質、量、利用可能時期
などの制約が影響していることに加えて、給水施設の絶対数が不足していること、維持管
理の問題などにより施設稼働率が低いこと、安全な水の利用に対する住民の意識が低く施
設が適切に利用されていないことなどがある。	
 
	
  タンザニア政府は、「タンザニア開発ビジョン 2025」で、2025 年までに安全な水へのア
クセス率 90%(地方部)及び 100%(都市部)の達成や水資源管理能力の強化を目標に掲げ、2010
年策定の国家貧困削減戦略 MKUKUTAⅡでは、水供給率の向上を重要課題の一つに掲げている。
そして、これらの実現に向けて、「国家水政策(NAWAPO	
 2002 年)」「国家水セクター開発戦略
(NWSDS	
 2008 年)」の下で、「水セクター開発プログラム(WSDP	
 2007 年)」を実施中であり、
統合的水資源管理と水・衛生サービスに対するアクセスの改善に向けた水セクター制度・
組織の強化を目指している。	
 
	
  このようなタンザニア政府の意図の下、JICA は協力プログラムとして主に大きく 2 つに
分けて「村落給水強化プログラム」と「その他の水資源管理、ザンジバル都市給水などの
プログラム」を行っている。今回の研修ではザンジバルへの渡航はなかったため、ザンジ
バルに関するプログラムについての説明は省きたい。前者の協力プログラムの概要は、地
方部の給水率向上を目指し、地方政府の給水計画策定を支援するものである。日本の支援
にて策定されたマスタープランの成果を活用しつつ、給水率の低い地域や水資源開発の難
しい地域の給水施設を整備する。また、地方政府の計画実施・施設運営維持管理能力の向
上や井戸ダム建設公社(DDCA)など給水関連機関の能力強化を行い、WSDP 推進を目指してい
る。具体的なプロジェクトとしては、開発計画であるタボラ州地方給水・衛生計画策定支
援プロジェクトや無償資金協力の首都圏周辺地域給水計画、技プロの地下水開発セクター
能力向上プロジェクトや村落給水事業実施・運営維持管理能力強化計画(RUWASA-CAD)を行
っている。	
 
	
  後者の協力プログラムの概要は、本土での限られた水資源の効率的活用を目指し、流域
管理事務所の水資源管理の計画策定、管理能力向上を図るものである。こちらの具体的な
プロジェクトとしては、開発計画であるワミ・ルブ流域水資源管理・開発計画策定支援プ
ロジェクトが挙げられる。	
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  次の章からは、「ワミ・ルブ流域水質源管理・開発計画策定支援プロジェクト」と「村落
給水事業実施・運営維持管理能力強化計画(RUWASA-CAD)」の二つに的をしぼり、詳しく見
ていきたい。	
 
	
 
４ ． ワ ミ ・ ル ブ 流 域 水 質 源 管 理 ・ 開 発 計 画 策 定 支 援 プ ロ ジ ェ ク ト 	
 
	
  まず先に、「ワミ・ルブ流域水質源管理・開発計画策定支援プロジェクト」について見て
みる。このプロジェクトの期間は 2010 年 11 月 20 日～2013 年 07 月 30 日である。プロジェ
クトが策定された背景には、近年のタンザニアの水事情が深く関係している。近年タンザ
ニアでは、大都市を中心に水需要の増加が著しく、将来的な水資源の逼迫が予測されてい
る。今後、タンザニアが経済成長と同時に、飲料水、食料等の安定供給をはかるためには、
水資源の開発の促進とともに、限られた水資源を適切に管理・配分することが不可欠であ
る。タンザニア政府は、先ほど述べた 2002 年に策定された「国家水政策（NAWAPO）」にお
いて、従来の行政（州）単位から流域単位の水資源管理・開発への転換を打ち出した。こ
れを受け 2007 年に発足した「水セクター開発プログラム（WSDP）」に沿った形でドナーは
支援を行っている。タンザニアは WSDP の四本柱の一つに「統合水資源管理・開発の促進」
を掲げ、全国９つの流域における統合水資源管理・開発計画を策定することとしている。	
 
	
  首都ドドマ、第一の都市ダルエスサラーム、モロゴロといった大都市を含むワミ・ルブ
流域は、タンザニアにおいて水利用が最も多く、また今後経済成長に伴い、水需要の増加
が見込まれている。しかしながら、同流域では以下のような課題が見られ、適切な水資源
管理が行われていない。	
 
1)	
 水資源、特に地下水の賦存量や多様なセクターの水需要が把握されていない。	
 
2)	
 過去に水利権が乱発され、整理されていないため、水利用の実態と乖離している。また、
関係セクターの水利権調整が行われていない。	
 
3)	
 ワミ･ルブ流域管理事務所の体制及び能力が不十分であり、適切な水資源のモニタリン
グや管理が行われていない。	
 
4)	
 同流域の統合水資源管理・開発計画が策定されていない。	
 
ワミ・ルブ流域において適切な水資源管理を行っていくためには、地下水資源を中心と
した水資源ポテンシャルと涵養機構を解明するとともに、水利権の現状把握や管理方法の
整理が必要である。統合水資源管理・開発計画の策定は同国水セクターの最重要課題の一
つとなっている。	
 
	
  このような状況の下、2008 年に日本に対し技術協力の要請があり、これを受けて詳細計
画策定調査団が 2010 年 2 月に派遣された。この計画は、水・灌漑省を中央レベルの監督機
関、ワミ・ルブ流域管理事務所を実施機関とし、ワミ・ルブ流域を対象とした水資源管理・
開発計画の策定及び同計画を踏まえた給水分野における優先プロジェクのフィージビリテ
ィ調査の実施を通じて、ワミ･ルブ流域管理事務所職員の計画策定及び実施能力の向上を計
ることを目的として策定された。	
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  タンザニアを訪れた際、果たしてこのプロジェクトがタンザニアの人々のニーズに応え
ることが出来ているかということを意識して、出会う人に質問をしてみた。実際、ダルエ
スサラーム市内に住んでいても断水が頻繁に起こり不便さを感じているという話があり、
水資源管理を行い、安定した水供給を求めるニーズは確かにあるのだと実感した。しかし、
その言葉からもわかるようにこのプロジェクト自体まだまだ途上段階であり更なる協力体
制の強化が必要だと感じた。	
 
	
  しかし一方で、この計画は実際の意図とはまた違った視点でタンザニア社会に貢献して
いる側面をもっていることがこのタンザニア研修により明らかにされた。それは、JICA タ
ンザニア事務所に努めている水担当の大林さんのご説明によるものであった。始めに私が
大林さんに伺ったことは、
“ケニア・ナクル地域における環境管理能力向上プロジェクトは、
自然生態系に悪影響を及ばさないよう「水環境の保全」のために行われているプロジェク
トだが、国立公園など自然を生かして観光業を営んでいるタンザニアにおいてもそのよう
なプロジェクトの実施は検討されているのか”ということであった。その際、確かにニー
ズはあると思うが、現在は環境管理能力向上を主目的としたプロジェクトの実施は検討し
ていないという話であった。但し、「ワミ・ルブ流域水資源管理・開発計画策定支援プロジ
ェクト」という案件では、ダルエスサラームやドドマなど主要都市をカバーするワミ・ル
ブ流域の水資源を、生態系に悪影響を及ぼさない範囲でいかに効率的に利用するかの計画
策定の支援をしている、というお話であった。このプロジェクトは簡単に言ってしまえば、
灌漑や工業用水、家庭用給水、そして森林や河川の生態系保護に必要な環境流量といった
需要を把握した上で、地下水や表流水などの供給量を把握し、限られた水資源をいかに使
っていくべきかの計画を立てるプロジェクトということだそうだ。つまり、例えば供給量
が 100 だとして需要量も 100 の場合、100 すべてを需要に応じて回してしまってもいいとい
うわけではなく、生態系を保全するための必要最低限の流量が定められているため、それ
に基づき、定められた分量を下回らないように水資源を活用しなくてはいけないというこ
とである。そのため、この「ワミ・ルブ流域水資源管理・開発計画策定支援プロジェクト」
は人々の生活水の管理体制をしっかりと整備させる効果だけではなく、環境保全の効果も
持ち合わせているプロジェクトだといえる。このことは間接的に、日本が掲げている水と
衛生分野における取組のうちの一つである環境保全にもつながる良い例になっているとい
えるのではないだろうか。	
 
	
 
５ ． 村 落 給 水 事 業 実 施 ・ 運 営 維 持 管 理 能 力 強 化 計 画 (RUWASA-CAD)	
 
	
  次に、「村落給水事業実施・運営維持管理能力強化計画(RUWASA-CAD)」について見てみた
い。協力期間は 2011 年 7 月～2014 年 6 月の三年間の予定である。	
 
	
  タンザニアは、94 万 5 千ｋ㎡の国土に約 4,160 万人の人口を擁するが、その約 82.5%に
あたる約 3,430 万人が村落部に居住している。しかし、村落部における安全な水へのアク
セスは 58.7%に限られており、約 1,420 万人が汚染の恐れのある水源を使用している１。こ
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の状況に対し、タンザニア政府は、第 2	
 次貧困削減戦略（2005～2010	
 年）およびミレニア
ム開発目標（MDGs）の達成に向けて､給水施設整備を喫緊の課題と位置づけ、開発パートナ
ーとの連携のもと 2007	
 年 2	
 月に水セクター開発プログラム（WSDP）を立ち上げた。WSDP	
 に
おける 4 つのコンポーネント（「水資源管理」、「都市給水・下水」、「村落給水・衛生」、「組
織強化・能力開発」）の 1 つである｢村落給水・衛生｣では、2025	
 年までに村落部で 90%	
 の
給水率を達成することを目標としている。そのため、村落給水・衛生サブプログラム（以
下「RWSSP」：Rural	
 Water	
 Supply	
 and	
 Sanitation	
 Program）を定め、これに沿って全国の
村落給水施設の整備を進めている。	
 
従来、タンザニアでは、村落給水事業の実施や運営維持管理は、中央政府主導で行われ	
 
	
 
１	
 

コミュニティ給水局から提供されたデータ（2010	
 年 12	
 月現在）による。	
 

てきた。しかし、政府により地方分権化政策が進められ、県が WSDP/RWSSP	
 の主たる実施機
関となったため、新たに権限を委譲された県職員の村落給水事業の実施および給水施設の
運営維持管理能力の強化が必要となった。ところが、WSDP において、県や州の職員の能力
強化は水省が調整して行うことと定められているにも拘らず、同能力強化に必要な体制、
研修内容、教材等が定まっていなかったことから、RWSSP の実施に支障をきたすこととなっ
た。そこで、タンザニア政府は、日本国政府に対して技術協力プロジェクト「村落給水事
業実施・運営維持管理能力強化計画（通称 RUWASA-CAD、以下「フェーズ 1」）の実施を要請
した。この要請に基づき、フェーズ 1 は 2007 年 9 月から 2010 年 8 月までの 3 年間、コミ
ュニティ給水局およびパイロット 4 州（コースト州、ダルエスサラーム州、リンディ州お
よびムトワラ州）を対象として実施された。その結果、対象 4 州の県、州および流域管理
事務所に対するパイロット的な研修を通じて、研修に必要な各種教材および、RWSSP の進行
状況と対応した研修実施スケジュールや各段階で実施される研修への参加者等が、研修パ
ッケージという形でまとめられた(以下「RUWASA-CAD	
 研修パッケージ」)。	
 
一方で全国的に見ると、RWSSP は 2007 年に開始されたものの、RWSSP で定められている
プロセスに従って事業を実施していく県、州および流域管理事務所の能力不足から、進捗
状況は思わしくなく、給水状況は想定よりも改善されていない。そのため 2009 年に、WSDP	
 
の「組織強化・能力開発」コンポーネントの下で、全国の RWSSP 実施機関（県、州、流域
管理事務所等）はそれぞれ自らの機関の研修計画を策定し、その計画に従って能力強化を
行っていくことが決定された。これに従って、全国の実施機関は自らの機関の研修計画を
策定したが、研修計画を作成した機関は、自らの機関に不足している能力を把握しておら
ず、また、能力を強化するためにどのような研修があるのか知らない状態で研修計画を策
定したため、その内容は実効性を欠くものとなっている。このような状況の中で、全国の
RWSSP 実施機関の能力強化を行うためには、フェーズ 1 で作成した RUWASA-CAD	
 研修パッケ
ージを活用しながら、コミュニティ給水局が各実施機関の研修計画策定・実施に対する支
援を行うことが必要となっている。また、実施機関の能力強化が実際にコミュニティレベ
136

ルの給水状況の改善に結びつく仕組みの構築も求められている。	
 
このプロジェクトについて調べ進めるうちに、「村落給水に携わる県、州、流域管理事務
局の職員の能力を強化するための研修を企画・調整する部門が設立され、この部門の能力・
体制強化も実施しているところ」というような話があったのだが、具体的なことが想像し
にくかったため、詳しいお話を大林さんに伺った。	
 
ここで言われている「部門」は、水省の地方給水局の中にある Capacity	
 Building	
 &	
 
Training	
 Section の こ と だ そ う で 、 こ の Section の 主 な 役 割 は 、 県 や 州 の Capacity	
 
Development 計画の策定、実施、評価をサポートするものだそうだ。RUWASA-CAD はこの
Section の体制作り、研修実施のためのリソース（教材、研修実施機関のインベントリー等）
の整備や、実際の CD 計画の策定・実施支援を同 Section とともに行い、OJT(On	
 the	
 Job	
 
Training)を実施している。CD 計画の内の社員の育成の項目に基づき、研修を行い、その結
果をデータ化することもしている。したがって、JICA の行っている援助は直接的に県の指
導を行うといったことではなく、水省が県に指導していくための能力を育成するものであ
り、あくまで外部の力を頼ることなくタンザニア内で自立していくために水省のサポート
をするものであるということだ。そして、このプロジェクトの中でも優先的に行われてい
ることが Section の体制強化・研修実施のリソース作りだそうだ。これは、水省の意識が
低く、ヒューマンリソースも少ないということで水省がしっかりと機能していないという
実態が背景にある。もう少し補足説明を加えると、研修実施のリソース作りに関しては教
材を準備するだけでなく、JICA 以外の例えば大学機関やコンサルタント会社、NGO 等に依
頼をして JICA に代わって研修をやってもらうという計画を実施しており、他の様々なアク
ターを巻き込みつつ行っているのにも特徴がある。	
 
	
  このようなプロジェクトの概要を伺い、ふと感じたのは、タンザニア事務所で伺った「地
方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジェクト(O&OD プロジェ
クト)」と、この村落給水事業実施・運営維持管理能力強化計画(RUWASA-CAD)は深く結びつ
きがあるのではないかということであった。この点について大林さんにお伺いしてみたと
ころ、現在は結びついて考えられてはいないが、この先結びつく可能性が高いこと、タン
ザニア事務所としても O&OD プロジェクトを RUWASA-CAD ともっと結び付けていきたい意向
があるとのご説明をしてくださった。	
 
	
  そもそも O&OD とは参加型のツールであり、住民の opportunities と obstacles について
話し合うことを主とした。このツールはタンザニア独自のものであり、従来から存在はし
ていたそうだ。しかし、タンザニア住民の話し合いに年に一回ほど行政の人が参加してア
ドバイスをする形のものとして存在しており、実際に行政の人が住民のニーズをしっかり
と把握できていないこと、開発にはお金がかかるため、人・技術ともに県のリソース不足、
予算不足であることなど、結局は県に申請しても県のキャパシティからして応えることが
出来ず、住民もその実情に落胆し県に期待を寄せることが出来ない実態が課題としてあげ
られていたそうである。このような課題に対し、JICA は住民・行政の役人両者に意識改革
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を行っている。住民に対しては、タンザニアの現実をしっかりと見つめ直し、すべてを県
に頼るようなことをせずコミュニティ内にあるソースを使っていくべきだという意識改革
を行い、一方で役人に対しては、住民からの信用を失っていることを自覚させ、村に足を
運び自分の目で現実を見聞きすることでニーズを特定する訓練をさせているということで
ある。このような活動により、これまで住民 100 のニーズすべて役人に任せっきりであっ
たのが、今は内のリソースを利用し 50 のニーズを自分たちで補い、残りの 50 のニーズを	
 
リソース不足の役人にやってもらうという形を目指している段階であるということだ。	
 
	
  そして、JICA がこのような O&OD プロジェクトを RUWASA-CAD とより関連付けていきたい
思いの下には、最初から住民を巻き込んでいける共通点があることだそうだ。このプロジ
ェクトにおいては、O&OD プロジェクトの目指す真の参加型を確立させる可能性があるそう
だ。	
 
	
  ただ、水問題において困難なこととして、水資源がどこにあるのか住民の力だけではわ
からないことがある。つまり、水資源の課題というものは同時に県以上、州レベルの話で
もあるといわれる。これまでは水資源管理も含めトップダウン式の管理体制が主流だった
タンザニアだが、現在は O&OD プロジェクト等、ボトムアップ式のムーブメントが見られる。
しかし、ここで注意しておきたいのが、先ほど述べたようにまだまだ上からの視点も必要
であるということである。どこで折り合いをつけていくのか、住民の意見を吸い上げなが
ら、また、水資源規模や効率性の説明を上が行いながら、上と下の層がうまく協力し合っ
ていくことが重要である。	
 
	
 
６ ． 総 括 	
 	
 
	
  これまで記してきたように、このタンザニア研修で細かい JICA の活動実態、その結果ど
のような課題が存在し、その課題を踏まえ、どのような対策がなされているのか等々、詳
しくお話を伺うことが出来た。最後に、大林さんがおっしゃっていた、タンザニア地域で
住民が水インフラを自立した形で継続して利用できるようにさせるために重要であること
の一つとして挙げていた、対話・説明責任といったことを、本来私が興味を持っていた分
野である衛生分野と結びつけて具体的に紹介して終わりたい。	
 
	
  本来ならば、現在タンザニアでは住民がお金を払い水管理運営を行っている状況である。
しかし、制度や習慣がしっかりと根付いていないことも原因の一つとなり、お金の徴収が
しっかりとなされていないのが実態である。このとき、住民にお金を払わせるためにはど
うすればいいだろうか？ここで重要になってくるのは、自分がお金を払った分の価値があ
るということを根気よく住民に説明することである。そこで具体的に細かいたとえ話をす
る際に出てくるのが、
“衛生”に絡めた話であるという。タンザニアの村に住んでいる人は、
自宅の真横に井戸ができたとしてもお金を払うくらいなら、遠くにある汚れた川の水を飲
み続ける人がほとんどだそうだ。確かに、これまでそのように川の水を飲み続けて生活し
てきたのだから、お金を払ってまでわざわざ井戸の水を使用したいとは思わないかもしれ
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ない。そこで重要になってくるのが、彼らの生活目線を意識しながら、きれいな井戸の水
を利用することで、どのような利益が彼らにもたらされるのか、“価値の説明”を行うこと
である。例えば、子どものいる家庭には、汚れた川の水が原因で子どもがコレラにかかる
という細かい説明をすること、コレラにかかってしまうと、その後の病院に行くコスト、
子どもが学校を休んだことにより教育を受けられないコストなどを説明する。そして、そ
のようなトータルコストはきれいな水を得るために支払うお金よりも結局は大きくなって
しまうということを説明する。このように、小卒が多く知識が乏しい住民に対し根気よく
細かい説明をしていくことが重要である。そしてこれに絡めて、衛生の啓発活動も同じく
重要であるといえる。	
 
	
  このようなことも踏まえ、これからのタンザニアにおける水インフラ分野の援助の形と
しては、人に対する援助というものに力を入れていくことが重要でると感じた。また、そ
の際にただこちらの意見を押し付けるのではなく、対話という形をとり根気よく推し進め
ていく必要があると思う。	
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野町美帆	
 
	
 
序章	
 
タンザニアは人口の 8 割が農業に従事する農業振興国だ。農業の発展は貧困改善及び経
済成長のために重要であると考える。日本もその立場から、JICA を通じてタンザニアの農
業支援を行っている。主なものは稲作の振興と分権システムの整備である。
ただし、GDP 成長率を見ると例年 4%程度とほぼ横ばいで、プロジェクトの遂行に関わ
らず急速的な発展が見られないのが事実だ。本稿の目的は、JICA の取り組みが現在 GDP
成長率上昇に寄与していない原因を明らかにし、今後のタンザニア農業の発展可能性を考
察することである。
前半部分ではタンザニアでの農業発展の必要性を整理したうえで、JICA のプロジェクト
と期待される効果を説明する。後半部分ではそれらが GDP 成長率上昇に寄与していない原
因を検証して、今後の発展可能性を述べる。
なお「農業発展」は非常に抽象的な概念であり、達成の可否が分かりづらい。本稿では
「農業発展」を具体的に農業 GDP 成長率の上昇とし、これが議論の前提となっている点を
ご了承いただきたい。

1.農業発展の必要性	
 
タンザニアは GDP の約 4 分の 1 を農業が占め、人口の約 8 割が農業に従事するという農
業振興国である。Ministry of Agriculture and Food Cooperatives（以下 MAFC）を設置し
農業政策に力を入れているのみならず、2009 年にはキクウェテ大統領が「キリモクワンザ
（農業第一）」の方針を発表し、国としても農業推進に力を入れていることが分かる。46
タンザニアの食糧自給率は 95％を超えており、GDP では平均で年約 4％の成長をし続け
ている。それにも関わらず農業に依然力を入れる理由は以下の通りである。第 1 に、この
GDP の年 4％成長はインフレーションによるものであり、農民は GDP 成長の恩恵を受け
ていない。また景気成長のために必要な GDP 成長率は年 6~7%と言われており、この値に
は届いていない状態である。第 2 に、食糧自給率 95%という値にも関わらず、タンザニア
の貧困は依然存在している。自給率は国単位の値であり、地域ごとに食糧自給率にはばら

農務省職員の Keneth Kaganga 氏によると、農業省としてではなく国として「キリモクワン
ザ」を掲げているのは農業省以外にも農業に関わる省庁があり、協力して農業振興を進める必要
があるためである。
46

140

つきがある。表 1 を見られたい。ルクワ州やイリンガ州など南部・南西部では常に食糧自
給率が高く余剰を生み出している。一方でアルーシャやキリマンジャロなど北部高地では
天候の影響を受けやすいためか、年ごとに自給率に大きくばらつきがみられる。実質上の
首都のダルエスサラームでは食糧自給率は常に非常に低い値となっている。
よって生産だけでは必要な食料がまかなえない村落が存在する上に、インフラ整備が不
十分でこの地域に食糧を供給することも出来ておらず、村の貧困が解消されない。タンザ
ニアの栄養不足人口は 2006 年~2008 年平均で 1390 万人と推計されており、全人口の 34%
という高いレベルである。特に農村部の貧困が深刻で、2007 年時点では全体貧困率 33.6%
に対し農村部では 37.6%である。47
第 3 に、農業の発展が国の経済成長につながり得るためである。タンザニアでは農業は
経済の重要なファクターであり、その成長が経済に与える効果は大きい。実際にタンザニ
ア政府は、今後ビジネスとしての農業を行って経済成長を目指すという考えを持っている。
農務省職員で経済学者の Keneth Kaganga 氏は、現在の自給自足的農業から換金/輸出用作
物生産へのシフトの必要性を述べていた。
以上 3 点の理由から、現在のタンザニアでは農業発展が必要だと考えられる。
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表 1	
  タンザニアの州別食糧自給率の推移48

2.農業分野における JICA の活動	
 
2-1.活動概要
JICA タンザニア事務所は農業やインフラ、水、保険など様々な分野に対する支援を行っ
ているが、農業支援はその中でも大きな割合を占めている。
援助の指針となる外務省の国別援助方針によると、重点分野の一つに「貧困に向けた経
済成長」を掲げており、農業部門の成長は「同国［タンザニア］全体の成長に与える効果
プロマーコンサルティング「タンザニアの農林水産業	
  平成 23 年度 アフリカ支援のための
農林水産業情報整備事業 2012 年 3 月 30 日	
  報告書」
http://www.promarconsulting.com/site/wp-content/uploads/files/Tanzania_2011.pdf（閲覧
日：2013 年 3 月 24 日）、19 頁。
48 同書、16 頁。
47
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が大きく、貧困削減の鍵の一つである。そのため、タンザニア政府の農業開発計画への支
援や、特にコメ増産への支援には優先的に取り組む」と述べられている。JICA はこの方針
に基づき、農業分野への支援を重点的に行っているということが出来る。
援助方法には 1）無償資金協力 2）有償資金協力 3）技術協力の 3 通りがあるが、農業に
おいては 1）と 3）が行われている。1）では「農業セクター開発プログラム（Agricultural
Sector Development Program：以下 ASDP）バスケットファンド」への資金提供を行って
いる。ASDP は 2003 年にタンザニア政府とドナーグループによって策定され 2006 年 7 月
より実行されているプログラムだ。MAFC 主導の下全ての農業関連プロジェクトを包括す
るセクタープログラムとして機能することを目指している。具体的には農業技術やマーケ
ティングシステム、インフラなどへの農村世帯のアクセス改善、農業の生産性と収益性の
向上、農村世帯の収入向上などを目標に挙げている。ASDP 実行のための予算源がこのバ
スケットファンドである。3）では、例えば灌漑や米作など日本の農業技術を生かした技術
提供を長年行ってきた。またモニタリング能力やリサーチ能力に長けているということで
ASDP や DADP（District Agricultural Development Plan）など農務省が推進するプログ
ラム実行のサポートも行っている。
本稿では JICA のプロジェクトのうちⅰ）灌漑整備に関するものⅱ）分権システム整備に
関するものに焦点を当て、それらがタンザニアの農業発展にどの程度貢献できているのか
を検証する。表 3、表 4 はそれぞれ灌漑整備、分権システム整備に関する JICA の主な案件
一覧である。49

案件名（種別）

協力期間

概要

タンザニア国全国灌漑マスタープラン

2001.10~2004.1

灌漑開発計画策定の前提となる調査

調査

終了

灌漑農業技術普及支援体制強化計画プ

2007.6~2012.6

ロジェクト（タンライス）（技プロ）

終了

DADP 灌漑事業推進のための能力強化

2010.12-2013.11

DADP に基づいた灌漑事業実施能力の強化

2011.6-2014.6

アルーシャ工科大学において灌漑人材育成

農民間普及を通じた灌漑稲作技術の普及

計画（技プロ）
灌漑開発の設計、灌漑圃場・施設の施工
管理（個別専門家）

プログラムの実施能力を強化
表 2	
  灌漑整備に関する主な案件

49JICA

タンザニア事務所「JICA タンザニア事務所概要」（配布資料）、3 頁。
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案件名（種別）

協力期間

概要

よりよい DADP 作りと事業実施体制作

2009.3~2012.3

DADP の効果的な計画策定・実施の実現

2012.8~2016.6

DADP の効果的な計画策定・実施の実現

り支援プロジェクト
よりよい DADP 作りと事業実施体制作
り支援プロジェクト	
  フェーズ 2

より戦略的・包括的な DADP 作り

表 3	
  分権システム整備に関する主な案件

2-2.プログラム達成の効力	
 
2 章 1 項で述べたようにⅰ）灌漑ⅱ）分権システムの 2 点を本稿で取り上げる理由は、こ
の 2 点の達成がタンザニアの農業発展につながり得ると考えるからである。以下にその根
拠を示す。
ⅰ）灌漑	
 
灌漑は年間を通して適度な水を田畑に提供することで、農作物の生産性向上に貢献する。
タンザニア研修の省庁訪問の際に、Keneth Kaganga 氏から伺ったお話によると、タンザ
ニアの天候は降水に恵まれており、灌漑をしなくとも作物を育てることが可能だった。50加
えてタンザニアの農業は現在までほとんどが自家消費作物の生産を行ってきた。そのため
灌漑をして生産性の向上を図る必要が無かったのだという。Keneth Kaganga 氏は今後の
農業の在り方について、自家消費作物の生産から商品作物の生産へとシフトしていくこと
を主張している。そのためには生産性を現在よりも上げる必要があり、灌漑システムの整
備が求められている。

灌漑システムの整備

農業生産性の向上

農業発展

図 1	
  灌漑システムの整備と農業発展の仕組み

また、灌漑が必要な主要作物として挙げられるのがコメである。図 2 の通りタンザニア
のコメ生産量は年々増加しているが、生産面積拡大によるところが大きく、単収は 1980 年
代の平均 1.5t/ha から平均 1.9t/ha に増加したものの大きな改善は見られない。低い単収の
50

積水化学の荒浪亮氏のお話によると、例えばタンザニアで主食の一つとされるキャッサバは
灌漑をしなくても栽培が可能。
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原因の一つには水不足が挙げられている。タンザニアのコメ栽培方法は天水稲作が 74%、
陸稲作が 20%で灌漑稲作はわずか 6%である。51水不足による単収の少なさを改善するため
に灌漑を推進することが一つの解決策となる。研修中にお話を伺った在タンザニア日本大
使館の岡田大使によると、コメはタンザニアで人気があり、高価格で販売できニーズも多
いという。52コメの生産、販売は農家の所得向上にもつながる。以上の理由から灌漑システ
ムの整備は農業発展に結びつくと考えられる。

図 2	
  タンザニアのコメ生産量・生産面積の推移53

ⅱ）分権システム	
 
地方分権推進は「よりよい DADP 作りと事業実施体制作り支援プロジェクト」
（以下「よ
りよい」）
「よりよい DADP 作りと事業実施体制作り支援プロジェクト	
  フェーズ 2」
（以下
「よりよいフェーズ 2」）など DADP をサポートするプロジェクトを指す。DADP には ASDP
予算の約 75%が充てられており、ASDP の中でも非常に重要なプログラムだと考えられる。
「よりよい」
「よりよいフェーズ 2」はその DADP の策定、実行をサポートするものである。
農業に関わらず様々な分野でタンザニア政府は地方分権化を進めている。54Keneth
Kaganga 氏によると、農業における地方分権化のメリットは①農民から地方政府へのアク

51

プロマーコンサルティング	
  前掲書、22 頁。
研修中に交流があったルワンダ人女子学生の話によると、タンザニアのコメは味が良く、ル
ワンダでも輸入しているという。コメの生産が拡大すれば、国内市場のみならずアフリカの近隣
国への輸出も十分に考えられる。
53 プロマーコンサルティング	
  前掲書、21 頁。
54 地方分権化は民主主義と共に先進国での潮流であり、タンザニアへの制度輸入もその影響だ
と考えられる。
52
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セスの時間及び距離の短縮になること②農民が専門家に直接アクセスすることが可能にな
ることの 2 点である。農民に行き届いた統治/サービスを実行するために地方分権化は有意
義であると考えられる。だがそのためには地方政府にガバナンス能力が備わっていること
が必要だ。タンザニアの場合は地方政府の整備をする前に分権化を実行してしまったため、
地方分権システムが上手く機能しなかった。JICA の DADP サポートプログラム「よりよ
い DADP」は県単位での分権システムを整えることを目指している。
更に「よりよいフェーズ 2」では、中央政府から地方政府への支援能力を強化することで
「戦略的な DADP の計画策定・実施を図り、もって、全国における農業生産性、収益性、
農家所得の向上に寄与する」55ことが目的とされている。「よりよいフェーズ 2」の達成は
農業発展に帰結するとみなすことが出来る。
2-3.実際の経済成長	
 
	
  前項では「プロジェクトの達成が農業発展に帰結する」ことを述べた。しかしながら、
図 3 から分かる通り現時点では GDP の成長率は伸び悩み、農業発展が達成されているとは
言い難い。
原因としては 2 つのことが考えられる。第 1 にプロジェクトが達成されなかった可能性
であり、第 2 にプロジェクトは達成されたがそれが農業発展につながらなかった可能性で
ある。以降ではⅰ）ⅱ）それぞれについて、①取り組みの詳細と②達成度を検証し、農業
発展に寄与しなかった原因を考察する。

図 3	
  タンザニアの農業 GDP 成長率の推移56

55 JICA タンザニア事務所「事業事前評価表」
http://www.jica.go.jp/tanzania/office/activities/project/ku57pq00000yc5e4-att/2008_0800912
_1_s.pdf（閲覧日：2013 年 3 月 24 日）、3~4 頁。
56 TRADING ECONOMICS
「AGRICULTURE; VALUE ADDED (ANNUAL % GROWTH) IN
TANZANIA）」
http://www.tradingeconomics.com/tanzania/agriculture-value-added-annual-percent-growth
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ⅰ）灌漑	
 
①取組み
現在の主な案件は灌漑事業を県政府が実行する際の能力強化を図る「DADP 灌漑事業推
進のための能力強化計画」（以下「DADP 灌漑」）である。タンザニアでは、500ha 以下の
小規模灌漑事業は県ごとに DADP に沿って実施される。その割合は大きく、例えばコメ生
産の 94％は 0.5～2.0 ヘクタールを所有する小規模農家が担っている。57JICA は国家灌漑
マスタープランの策定支援と共に、灌漑事業を適切に運営・管理するためのガイドライン
を整備している。 「DADP 灌漑」はこのガイドラインを全国に普及し、県灌漑事業がそれ
に沿って着実に実施できるよう関係者の能力強化を目指すプロジェクトである。
その他、個別専門家による灌漑開発も随時行われている。58
②達成度
JICA タンザニア事務所・農業担当の塩谷索氏によると、タンザニアには灌漑可能面積が
2940 万 ha 以上あるが、そのうち現在の灌漑面積は 37 万 ha で全体の 1.25%しか灌漑が達
成されていない。タンザニア政府は「成長と貧困削減のための国家戦略」の中で、2015 年
までに灌漑地区を 100 万 ha まで拡大する目標を掲げている。優先的な予算措置も行い灌漑
開発を推進しているというが、図 4 の様に面積増加が非常に漸進的であることを鑑みると
達成は困難に思われる。灌漑システム整備の全国的な達成の時期については、塩谷氏も「ま
だずっと先の話になるというのが正直なところです」と答えている。
灌漑を最優先事項に掲げながらも事業が進行しないのは、膨大なコストのためだと塩谷
氏は言う。一方で ODA 予算には限りがあり、大型予算の一括投入を早期は難しい。これが
ボトルネックとなり灌漑推進プロジェクトの達成を妨げていると考えられる。
③今後の展望
灌漑の全国規模の達成が困難な中、天水稲作との住み分けが主張されている。そもそも
灌漑は稲作振興の一つの手段でしかなく、灌漑をせずに稲作を振興する方法を取ることも
可能だ。稲作を行うために灌漑をするのではなく、灌漑をせずに栽培できるコメを作る、
という発想の転換である。
JICA は現在ネリカ（NERICA=New Rice for Africa）という品種のコメの栽培を支援し
ている。ネリカ米は病気と乾燥に強く、天水農業に適した品種だ。JICA タンザニア事務所
のニューズレターでは、灌漑地での倍増達成は不可能だが、ネリカ米の天水稲作はこの不
足分を補い得るという試算がなされている。59塩谷氏は「灌漑農業に固執せずそれが困難な
地区では、天水農業の質を高めることに集中し、灌漑が出来るところでは、灌漑農業の展
-wb-data.html（閲覧日：2013 年 3 月 24 日）。
57 プロマーコンサルティング	
  前掲書、22 頁。
58 表 2 を見られたい。
59 JICA タンザニア事務所「援助のツボ：タンザニアでコメ生産倍増は可能？」
、『JICA タンザ
ニア事務所ニュース	
  パモジャ』2008 年 6 月号、3~5 頁。
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開を図っていくという作戦を取っています」と述べており、実際に JICA は現在、灌漑農業
と天水農業を組み合わせて稲作を進める戦略を取っている。

図 4	
  タンザニアの灌漑面積推移60

ⅱ）分権システム	
 
①取組み
2 章 1 項で ASDP が農業関連プログラムの包括的セクタープログラムの役割を目指して
いると述べたが、DADP はその ASDP の主要コンポーネントである。ASDP の農業開発予
算の 75%は県レベルの農業セクター支援に充てられている。2 章 2 項で述べた通りタンザ
ニアは地方政府の整備をする前に分権化を実行してしまったため、県のガバナンス能力が
低い。プログラム実施やモニタリングにおいて求められる、データ収集や中央政府への進
捗報告にも問題がある。JICA はこの部分の改善を図る技術協力を行っている。
「よりよい」は DADP の効果的な計画策定・実施の実現に向けてその実施体制の強化を
支援するという方針のもと 2009 年より 3 年間実行された。「よりよいフェーズ 2」は「よ
りよい」の事業後評価を受け、より戦略的・包括的な農業を目指すプロジェクトとして現
在遂行されている。
②達成度
「よりよいフェーズ 2」の事業事前評価表によれば、フェーズ 1 では「DADP のフォー
マット、ガイドラインなどの策定および改善」「予算や事業進行状況のモニタリング」が達
成された。DADP の策定については JICA タンザニア事務所のニューズレター『パモジャ』
内でも「DADP が、当初の『開発事業の予算書の寄せ集め』から、曲がりなりにも『県農
業の現状、問題把握、開発優先事項、事業計画、予算、M&E［Monitoring and Evaluating］
等を含む計画書』になってきた」と述べられており、モニタリングについても「（県が中央
60

プロマーコンサルティング	
  前掲書、11 頁。

147

政府に提出する）報告書フォーマットの改善とその利用の徹底」が図られたとある。61塩谷
氏もフェーズ 1 では DADP 策定の基本的な方法、知識は獲得できたと述べている。
フェーズ 1 で浮き彫りになった課題として、塩谷氏は「生産、加工、流通、販売でノウ
ハウを持つ民間企業とのタイアップといったところになかなか目がいっていなかった」た
めに農業発展につながる効率的・効果的な生産が行えなかったことを挙げている。そして
これを受けて「よりよいフェーズ 2」ではより戦略的（利益を前提に優先作物を決定するな
ど）、より包括的（政府と民間企業とのタイアップを行うなど）なやり方を進めていくと述
べている。2012 年 8 月に開始した「よりよいフェーズ 2」は現在開始後約 7 カ月を迎え、
ベースライン調査の終盤に差し掛かっている。今後ベースライン調査の結果を踏まえてタ
ンザニア政府と協議のうえでプロジェクトの目標値を設定し、2016 年 6 月の期間終了まで
のプロジェクト達成を目指していく。
	
  以上から、プログラムは達成されてきていると考えられる。だが 2-2.で述べた通り、分権
システムに関しては、「よりよいフェーズ 2」が達成されて初めて農業発展に寄与すると言
える。プロジェクトはまだ「よりよいフェーズ 2」の過渡期であり、そのため GDP 成長率
上昇という結果を得ることが出来ていないのだろう。
③今後の展望
分権システムにおいては、プログラムは達成されているが未だ可視化できる結果につな
がっていないという結論だった。プログラム達成の成果は未知数である。ベース調査がほ
ぼ終了し今後本格的な取り組みが開始する中で、どのような結果が生じるのか注目したい。

終章	
 
本稿ではⅰ）灌漑整備ⅱ）分権システム整備という 2 つのプロジェクトを取り上げる中
で、JICA の取り組みが現在タンザニア農業の発展に帰結していない原因と、今後の農業発
展可能性について考察してきた。灌漑の場合はプログラム自体が達成されなかったこと、
分権システムの場合はプログラムが過渡期であることがその原因であった。ただし、前者
は天水稲作との住み分けを行うことで、後者は今後もプログラムを推進していくことで農
業発展につながる可能性がある。
	
  実際に農業発展が達成できたかどうかは数年後に判明することである。今後もタンザニ
ア農業の展開に着目してゆき、結論について論じるのは別の機会にさせていただきたい。
	
  本稿を執筆するに当たり、MAFC 職員の Keneth Kaganga 氏、積水化学の荒浪亮氏から
研修中に伺ったお話、そして研修後 JICA タンザニア事務所の塩谷索氏からメールにて頂い
たご意見が非常に参考になった。この場を借りて深く感謝申し上げたい。

JICA タンザニア事務所「JICA in Tanzania：よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制
作りプロジェクト」、『JICA タンザニア事務所ニュース	
  パモジャ』2011 年 9 月号、2 頁。
61

148

参考文献	
 
国際協力機構タンザニア事務所「灌漑農業技術普及支援体制強化計画（愛称タンライス）
までの経緯とその課題」、『JICA タンザニア事務所ニュース	
  パモジャ』2007 年 7
月号、4~5 頁。
同著「援助のツボ：タンザニアでコメ生産倍増は可能？」、
『JICA タンザニア事務所ニュー
ス	
  パモジャ』2008 年 6 月号、3~5 頁。
同著「JICA in Tanzania：よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作りプロジェクト」、
『JICA タンザニア事務所ニュース	
  パモジャ』2011 年 9 月号、1~2 頁。
同著「JICA タンザニア事務所概要」（配布資料）
同著「対タンザニア連合共和国	
  事業展開計画」（配布資料）
同著「事業事前評価表」
http://www.jica.go.jp/tanzania/office/activities/project/ku57pq00000yc5e4-att/200
8_0800912_1_s.pdf（閲覧日：2013 年 3 月 24 日）
プロマーコンサルティング「タンザニアの農林水産業	
  平成 23 年度 アフリカ支援のため
の農林水産業情報整備事業 2012 年 3 月 30 日	
  報告書」
http://www.promarconsulting.com/site/wp-content/uploads/files/Tanzania_2011.p
df（閲覧日：2013 年 3 月 24 日）
閲覧日は全て最終閲覧日とする。

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

タンザニアにおける日本企業進出の可
149

能性
	
  	
  	
  	
 
野田俊貴

はじめに
本レポートは 2013 年２月２１日～３月７日にかけて実施したタンザニア研修をもとに作成
した。この二週間という期間を踏まえて得た現地の情報と絡めて、「タンザニアにおいて今
後どのようなアプローチでビジネスを行うことが可能なのか」という事を述べていきたい。
	
  アフリカの東南に位置する国であるタンザニアは国土が広大で、東側にはインド洋に面
し、内陸にはキリマンジャロがある。最近では天然ガス等の鉱物資源の埋蔵も確認されて
おり、天然資源という面では非常にポテンシャルに富んだ国である。しかしながら、その
他多くの典型的なアフリカ諸国でも言えるように、工業化の兆しは未だ見えず、モノカル
チャーに対する依存が激しい。経済発展の段階において現在の東南アジアの様に多国籍企
業が多く参入するという段階には至っていないという様に一見思える。というのも初等教
育こそ就学率はこの 10 年で８割に達する勢いであるが、前期中等教育（日本における中学
校）の就学率は 20％前後である。それ故、労働者の知識技術力は未だ未熟である。その上
道路等のインフラ機能は整っておらず、輸送面に関して非常に問題がある。エネルギー供
給も農村に至っては全く電力・水力供給が享受されていない地域も多く存在する。このよ
うにタンザニアは経済発展において様々な問題が生じているが、私はこれを逆にビジネス
における好機と捉えている。例えばタンザニアにおいてインフラの整備不足が問題である
のであれば、日本企業の技術力を用いて道路や配線網を整備する需要は多くある。これは
ほんの一例ではあるが、私が見てきたタンザニアはビジネスのチャンスが山ほど転がって
いる。発展し切った先進国ではなく、未開拓の途上国であるからこそ、日本企業が投資を
行う需要と価値は大きくある。
しかしながら、この様なアプローチは既に日本の JICA を始め様々な政府機関、NGO 団体
が「援助」という形であらゆる分野で行っている。特に JICA においては労働集約的な都市・
地方道路の開発、技術者の育成でかなり実のあるアプローチを行っている。
ただ、かつて世界一の援助国の地位を保っていた JICA ではあったが、一般会計の ODA 予
算は 1997 年（11687 億円）をピークにこの 11 年間で約 4 割削減され、今は 1980 年代の
レベルである 7000 億円程度まで落ち込んでいる。その原因としては長引く日本経済の不況
により、国が ODA に予算を割けないという事が挙げられる。最近では特に 2008 年のリー
マンショック、2011 年の東北大震災によるものが大きい。日本経済の大きな兆しが見えな
150

い中、ODA 予算が今後、以前と同じレベルにまで回復する見込みはあまりない。

	
 
出所：外務省 HP	
  一般会計 ODA 当初予算の推移（政府全体）より
JICA の予算が他国に比べ収縮する中、今後は民間企業がより自発的にアフリカ企業に参
入・投資を行い、より一層官民連携でタンザニアにおける日本のプレゼンスを向上させて
いくべきである。
	
  また、日本企業進出のメリットはこれだけではない。アジア市場が開拓され尽くしつつ
ある現在において、20 年後のビジョンを見据えた上で日本企業の進出は重要である。IMF World Economic Outlook Databases(2012)によると、タンザニアのここ最近 10 年間の実
質成長率(2002～2012)は 7.66%である。
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これは同じ期間（2002～2012）の東南アジア諸国の成長率と比べマレーシア（5.48%）、フ
ィリピン（5.36％）と比べて高い成長率を誇っている。
長期的な視点で開発・投資とプレゼンスを行っていけば、20 年後にアフリカ諸国の著しい
成長が見られる時代に辿り着いた時、日本市場のシェアは大きな割合になっているだろう。
更に、「お金」というインセンティブは雇用者のモチベーションを最大限に発揮させる要因
の一つであると考える。	
  積水化学のとある現地社員の一人は「定期的な収入ができ、家
に仕送りができるようになった。（精神的に）余裕ができ、将来家を建てるという自分の夢
ができた。これからも一生懸命働いていく意思がある」と語る。また、別の現地社員は「収
入ができたお蔭で子供たちに学校を通わせられるようになった。更に働いて収入をできる
だけ伸ばしていきたい」と言う。労働の対価として得られる定期的かつ安定した収入は労
働者に精神的な安心をもたらすだけではなく、援助では生まれない「お金」を介した win-win
の関係により労働者の勤労意欲を発生させるのである。
これだけではない。1980～1990 年代に進んだ、ドナー側の一方的な供給路線による援助強
調により、様々な失敗が生まれた。この経験により現在は JICA を始めとするドナーサイド
が「援助協調」という形で相手国がオーナーシップを持って協力していうことを重視して
いる。これは、ドナー国側が対等な目線で協力していくと言い換えられるのではないだろ
うか。これを、ビジネスという手段を使えば供給側もしくはドナーと言われるような先進
国と、需要側と言われる途上国という概念を崩して「売り手」と「買い手」というより対
等な目線で課題に取り組むことができる。これが、今回私が「途上国ビジネス」というも
のに特化して論述を進める所以である。
	
  ただ、ビジネスとは言ってもここで述べていくビジネスはあくまでビジネスを行うこと
による途上国の労働者の雇用創出もしくは低所得者にも手が届き尚且つその商品が低所得
者層の手助けにな るような、貧困者に対してプラスの要因があくまであるという

のが大前提として話を進めていく。例えそのビジネスの利益率が非常に高かったと
しても、国内地場系産業を壊し、森林を破壊するような、その国の労働・市場・衛生環境
を破壊する要素があるビジネスはここでは述べない。
	
  また、いかにニーズと合致した商品・サービスを作れるか、また優れた商品・サービス
のメリットをいかにうまくストーリー仕立てで消費者に伝えられるかが、とりわけ BOP 層
をターゲットにしたビジネスでは重要である。
	
  第一章では今回の研修で、タンザニアにおいてどのような分野においてビジネス参入の
可能性があるかを、第二章では実際にタンザニアでビジネスを行っている企業の具体的な
例を、第三章ではまとめに入る。	
 
第一章	
  タンザニア市場への参入が期待できる分野
・インフラ分野（道路舗装）
	
  タンザニアの地理的特徴において、インフラ整備は大きな魅力がある。
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タンザニアは東側にインド洋と広く接しており、貿易港としてのダルエスサラームは貿易
船の輸送において交通の要所である。というのもタンザニアに隣接する国は合計８か国（マ
ラウイ、ルワンダ、ケニア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ブルンジ、モザンビーク）あ
り、内６か国（ルワンダ、ザンビア、コンゴ民主共和国、ブルンジ、ザンビア、マラウイ）
が内陸国である。これら６つの内陸国はタンザニアを経路にして運輸を行うというケース
が非常に多い。更に、2011 年の内陸国の実質経済成長率を見てみると、ルワンダ 8.58%、
コンゴ民主共和国 6.88%、ウガンダ 5.10%、マラウイ 4.35%、ブルンジ 4.19%と、非常に
成長率が高い国々が多くある。ダルエスサラーム港を筆頭に、今後タンザニアのインフラ
整備の需用は必然的に大きなものになってくるのである。

しかしながら、このようなインフラ開拓の需用とは裏腹にタンザニアの幹線道路舗装率(良
好)は 47%～48%である。これは、あくまでダルエスサラーム近辺における数字であり、地
方においては 20225.8km の内 19523.8km が未舗装(96.5%)になっており、更に低いものと
なっている。しかも舗装の質は低く、劣悪な道路においては雨が降ると簡単に通れなくな
る道路が大半である。道路が使えないのであれば鉄道や空路という手段もあるが、タンザ
ニアの主要であるサザラ鉄道は老朽化が激しく、空路においては空港のパイプラインがあ
まりないのでこれら輸送手段への期待はかなり薄い。
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出所：タンザニアの政治・経済概況	
 2012年3月	
 日本貿易振興機構（ジェトロ）	
 より	
 
インフラ整備が未開発であるからこそ、大手ゼネコンや商社が参入できる案件は多く残さ
れている。最近ではタンザニアを含め、この分野における中国企業の入札が顕著であり、
日本企業参入のスピード性、投資規模の重大性は今後更に大きなものとなっていく。
・インフラ分野（エネルギー）
エネルギー資源においては、天然ガス、石油の調査・開発が進められている。2004 年にソ
ンゴソンゴ島地域で天然ガスの生産が開始されて以降、アミネックス社（オランダ）や、
ブリティッシュ・ガス社（イギリス）が参入し、調査が行われた。現在も調査中で、確実
な埋蔵量と言えるわけではないが、ブリティッシュ・ガス社がオペレーターを務める
Block1,4 では 10 兆フィート、スタトイル社（ノルウェー）がオペレーターを務める Block2
では 5 兆フィートのガス田が発見された。これは、日本の LNG 年間消費量の約４～５年

分に匹敵する。
	
  タンザニアにおいて電力への需要は、道路整備と匹敵する程大きなものがある。
タンザニア国民の内電力供給を享受しているのは全体の 14%程度に留まり、更にその内
55%の国民がダルエスサラームに集中している。そのダルエスサラームにおいても一日に二
回以上の停電の停電は日常的に起こる。
	
  エネルギー供給の主な電力源となっているのは水力である。発電量は降雨量によって左
右されている為、干ばつの時期では水力発電所の稼働率の低下し、常に安定した発電がで
きない。また、老朽化した変電所や電線網なども多い為、それらの破損による停電も原因
の一つである。天然ガス田の発掘が確認されたことに伴い、今後は発電量が不安定な水力
発電から火力発電にシフトしていく方向にあり、現在、複合による天然ガス火力発電所（キ
ネレジ発電所）の建設が進められている。この複合火力発電所は５基あり、その内の一つ
を住友商事が国営電力公社である TANESCO との交渉の末、受注している。	
 
	
  実質経済成長率が６％を超え、更なる経済開発が進み、エネルギー消費量が増大傾向に
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ある中、今後タンザニアのエネルギー需要は高まるばかりである。	
 
	
 
第三章	
  企業例
企業例１：パナソニック
タンザニアでのＢＯＰビジネスにおいて大きく成功を収めている企業にパナソニックが
ある。パナソニックは 1970 年代から現在まで乾電池生産工場をタンザニアに置いている。
近年急速に進出している韓国のサムスンとＬＧを除けば、電気機器系でタンザニアに進出
している企業は同社とオランダに本社を置くフィリップス社のみである。生産物は乾電池、
それもマンガンの単一電池と単三電池のみで、その他には懐中電灯のトーチも生産してい
る。パナソニックは 2003 年に乾電池の販売方法を大きく変更した。今までの乾電池４個パ
ック売りから２個パック売りにして、更にハサミを販売店に無料提供することで一個単位
でも購入することができる「小分け売り」にした。これは貧困層の消費者に目を当てた販
売方法であった。
・販売方法の変更
	
  これまでの販売方法は、４本まとめ入りセットで箱に入れてキオスクに置かれていた。
しかし、貧困者には４本入りは手の届かない価格帯であった。そこでパナソニックは乾電
池を単品にして、更にキオスクの店主にハサミを無料提供することで店の人が 1 個ずつ切
り離して販売することにした。このようにな販売方法にシフトすることで、貧困者の手に
届きやすい価格で買えるだけでなく、バラで買った後に包装が破れているとその電池が新
品かどうか見分けがつかなくなり消費者が警戒して買わなくなる、という問題を解消する
ことができ、常に新品の保証ができるようになった。こうしてパナソニックの売上高は 2003
年の～から 201０年には～まで大幅に伸びた。また、この先タンザニアのみではなく、ケニ
アでの販路拡大も視野に入れているそうである。
・品質の差別化
	
  ただ、最近では密輸による中国製の粗悪品が横行し、徐々にタンザニアおける乾電池の
シェアを奪われているそうである。中国製の密輸品は、パナソニックの乾電池より圧倒的
に安いが、その代り品質は非常に悪く、使い始めて一週間で液漏れということが日常茶飯
事である。またこのような密輸品の乾電池は、水銀等の含有量が法律の規制の基準を大き
く上回っている。パナソニックはこのような密輸品を政府へのロビー活動を行い、密輸取
り締まりの強化を訴求するとともに、粗悪品との品質差別化を行うことで対策を行ってい
る。
・販売商品のシンプル化
パナソニックは現在、単一・単三マンガン電池と懐中電灯のトーチの他にソーラーランタ
ンの販売も予定している。これは、タンザニアで度重なる都市部の停電に備えて補助照明
として販売する。この商品は、変換効率が世界トップクラスの太陽光パネルで、約６時間
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の充電で、最大約 20 時間照らすことが可能な優秀な商品である。途上国の無電化地域でよ
く使われている「灯油ランプ」のように黒煙も出ないし、これによって村民が肺を患い、
命を落とすこともなければ、不注意で火事も起きない。そして、電気も不要である。それ
故商品も決して安くはなく、販売価格はおよそ 60 ドル（＝約 4600 円）となっており、貧
困層に手が届く値段とは到底言い難い。そこで、同社はソーラーランタンの LED の品質を
下げたり（タンザニアの BOP 層は電気のない生活に慣れている為、LED の品質が悪い故
に明かりが多少弱くて周りが暗い状態でも、よく見える）、連続使用の時間を短くすること
で販売価格を最小限に抑えようとしている。ただ現段階では BOP 層に届くまでの価格抑制
は難しく、貧困層のニーズに応えられてない為、MOP 層への販売から出発することも検討
しているそうである。このような流れはソーラーランタンだけではなく、単一・単三乾電
池にも同じような事が言える。タンザニアで生産している単一・単三乾電池は日本の物と
は違い、マンガン電池のみの生産であり、更に日本のマンガン電池よりも消耗時間は早い。
その代り、値段は１本あたり 300s(=15 円)と非常に安価となっている。BOP 層にとっての
商品の魅力とは、決して高品質なものではなく、低クオリティーでも安い物が求められる。
企業は商品のクオリティーを最低限に保ちつつも、いかにニーズにそぐわない部分をそぎ
落とし、シンプル化して価格を下げることが出来るかということが BOP 層を相手にするビ
ジネスにおいて成功できるかという事に繋がるのである。
・社内教育
現地雇用者に対してパナソニックの日本人社員の方が徹底しているのは、「常に社員に対し
てアドバイス・アテンションの喚起を怠らない」という事である。現地雇用者は、ミスを
是正させても必ずまた同じことを繰り返す「三日坊主」な傾向がある。また、基本的な約
束事でも、必ずしも守って貰えるとは限らないそうである。日本企業では当然と思われる
ビジネス習慣（スケジュール感、報告・連絡・相談等のレスポンスのスピード）を現地雇
用者に理解して貰う為には優秀な人材確保と忍耐力のある指導が大いに必要である。
・企業例２：三菱商事
パナソニックと同様に、タンザニアに早い時期から参入している企業に三菱商事がある。
三菱商事ダルエスサラーム駐在事務所は 1978 年に ODA ビジネスとして参入し、これまで
に電力供給プロジェクト（配電、発電）や水資源供給プロジェクト、道路拡張・舗装・橋
かけプロジェクト等を行ってきている。特にムワンザ地域では、昨年までに 200 ヶ所ポン
プ器の設置に成功した。現在では ODA ビジネスの他にコマーシャルビジネス、スポットビ
ジネス、ガスビジネスの他、今年から教育、保健分野への参入も検討されている。教育、
保健分野はタンザニアのみではなく、ケニア、エチオピア等の他の地域でも汎用性が有る
為、比較的参入しやすい分野である。タンザニアは広い国土ゆえ資源が豊富であり、今後
はアンモニウム、メタノール等の採掘にも大きな可能性がある。
企業例３：積水化学
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  積水化学は現在、新規参入分野として、新バイオエネルギー「ジャトロファ」を活用
していく方針である。その背景として、現在アフリカ地域でエネルギー不足が生じている。
特にサブラサハラ・アフリカ以南のエネルギー問題は深刻であり、その問題は現在４～５
億人程度が電気・水道等の近代的なエネルギーを享受きておらず、農村の電気利用率はわ
ずか２％にとどまっている。タンザニアもそれに近い状況があり、2/3 近い国民がエネルギ
ーの無い生活を送っている。現在は水、ガス、石油の発電がメインとなっているが、全体
の半分を占めている水力発電は天候の影響を非常に受けやすい。これは現地の視察におい
ても経験したことであるが、一日三回程度の停電は日常的に起きている。また、干ばつの
年は大停電により社会経済が混乱が生じる。
	
  バイオエネルギー「ジャトロファ」は現在研究段階にあるが、このエネルギー媒体が供
給へとシフトした際には、製造関係の企業には軽油・灯油・重油代替として、一般家庭の
石鹸、蝋燭の代替として途上国開発の原動力となる可能性がある。
	
  ・現地での長期間の視察
ジャトロファの生産は単にエネルギー媒体としてのメリットだけではない。
気温が 30℃で光合成速度が最大になるジャトロファ生産はタンザニアの気候に適している。
しかも土壌体積における含有水分は 10％と乾燥に強く、比較的農耕に不適切な褪せた荒廃
地でも育ち、肥料もほとんど要らない。また、ジャトロファは毒性があり、食用としては
向いていない為、穀物の物価が高騰する可能性もない。このように海外で生産できる物で
はなく、タンザニアでの生産に適性がある作物を商品の原料とすることで現地の雇用を生
み出し、タンザニア社会の経済活動に貢献するという事が大きなメリットと意義を生み出
すのである。タンザニア市場に悪影響を与えることなく、現地の雇用者と共に収益を生み
出していくジャトロファの生産というアイデアを導き出す経緯には、日本人社員の方の長
期間滞在が大きな鍵を握っていた。現地に派遣されてから数か月の滞在、しかも現地の BOP
層と同じように水も電気もなく、日本からの電気機器も一切持ち込まないという条件下の
もと同じ目線で生活を行った。現地のニーズを把握し、そこに適性のある生産物を見極め
ることができたのである。
・小さく事業拡大する
	
  ジャトロファに目をつけ、タンザニアに新規参入した企業は 10 社程あったが、そのほと
んどが現在までにあえなく撤退した。撤退した企業の多くは１万 ha 以上の大規模農場で栽
培をしていた。積水化学は最初から小さく、お金をかけずに研究・栽培を進めてい為、事
業の軌道修正や試行錯誤など小回りが利き、多少の失敗も大規模なものにならなかった。
・社内教育
「働かざる者食うべからず」という雇用主と雇用者の関係を明らかにすることで、援助慣
れした現地雇用者の考えを改めさせている。労働成果に比例して給与の増大、昇格などの
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待遇もはっきりさせている。労働力と賃金の関係で行われる経済活動が一般市民に未だ浸
透仕切れていないタンザニアでは常に甘い雇用体制を作らないことが重要である。この、
雇用主と雇用者の関係を概念的に説明しても伝わりにくい為、プロサッカーの世界などと
絡めてわかりやすく例え話をしている。
終わりに
JICA はタンガニーカとして本土が独立した翌年の 1962 年から、実に半世紀以上もの歳月
をかけて支援を行ってきている。その継続的な努力が実を結び、安全保障理事会では日本
を非常任理事国入りを支持している現在では日本とタンザニアの関係は非常に友好である
言えるであろう。また、タンザニアの自動車は日本の中古車が 80%以上を占めており、経
済面でもそのプレゼンス力は大きいとみられる。
タンザニアを含めた EAC（東アフリカ共同体）は、いずれの国も天然資源が豊富であり、
実質経済成長率も、経済危機があったにも関わらず平均して６～７％近くを保っている。
5 か国あわせると 182 万平方キロの国土に人口が 1 億 3 千 3 百万人いるこの地域の市場に
対し日本企業がいかに潜在能力を引き出す事に貢献できるのか。市場への新規参入をリス
クとして捉える日本企業が多いが、逆にこれは新たな開拓地としてのポテンシャルは十分
にあるということでもある。タンザニアを含めた、アフリカ諸国への積極的な進出が日本
の将来の国益に叶うことは、間違いないであろう。
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  ～オーナーシップを軸に
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１	
  はじめに
	
  「途上国援助って何のためにやるの？」「実際はどんなことやってるの？」「やらなきゃ
いけないことなの？」途上国援助に携わることが夢だった私だが、そう思ったとき上手く
答えられなかった。援助とは実際にどのようなことをしてるのか、日本の援助は途上国タ
ンザニアへどんな影響を与えているのか、これから日本の援助はどのような強みをもって
進んでいくのか、このようなことを学び取ることによって援助へのイメージを明確にする
と共に、援助へのポジティブな感情を促進するためにこのテーマを選んだ。日本国内にお
いて、近年の景気低迷や経済成長の低迷化により途上国への援助の必要性を疑問視する意
見も増え、人々の途上国援助への関心は失われている。確かに東南アジアへのスタディー・
ツアーやアフリカへの旅行を計画する人もいるが自分が見る限りそれは主に自分自身の教
養のためで、真剣に途上国のことを考え真剣に途上国のために何か役立つ行動を起こした
いと思っている人は少ないと感じている。政府にとっても途上国援助の重要性は低下して
きていて、それは ODA 統計に表れている。下の外務省の表から分かるようにバブル期であ
る 97 年をピークに ODA 予算は減少傾向を取り続け今では日本の 85 年と同じ位となった。
かつて世界一位であった ODA 額は 2007 年からは５位に転落している。また、東日本大震
災の後政府は復興予算を捻出するため、2011 年度第 1 次補正予算で ODA 経費を 500 億円
ほど削減した。確かに自国の経済や安全が大変な時勢に途上国援助への人々の関心が薄れ
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るのはしょうがないし、関心の薄い中途上国援助の意義を見出すのは難しいかもしれない。
そして私自身も中国や韓国など新興国に追いつかれぎみで海外進出も最近はぱっとせず、
人口減少や先進国からの転落が予想される日本の将来を思うと今途上国援助は税金の使い
道として適切なのかと考えてしまう。人々の援助熱や ODA 額の減少により国際舞台で影が
薄くなりつつある日本のプレゼンスが一層低下することは必至であるとも言えるし、大震
災に際して義援金を差し出してくれた数多くの途上国の気持ちに応えるべき時にこんな姿
勢でいて良いのかと考えると、日本国民や政府が今一度援助のことを思い出してくれれば
と希望を持ってしまうが、ただの大学生にも出きることとしてこの個人研究を通して自分
自身の援助に対するイメージをきちんと確立したいと思う。このテーマを通して日本が援
助部門において途上国にどのような貢献をしているのか再確認するとともに日本のタンザ
ニアでの過去未来にわたる位置づけ、さらに最終的には世界での地位の確立の道すじを見
ることもできのではないかと考えている。

一 般 会 計 ODA 当 初 予 算 の 推 移 （ 政 府 全 体 ）

（外務省 HP より）

２	
  日本の援助概要
	
  あ 日本の援助の歴史
	
  	
  終戦間もない頃日本は援助を受ける側で、アメリカの NGO、世界の国々から食料や衣
料、医薬品、日用品など、あらゆる援助物資が届けられていた。そのほか、国連児童基
金 UNICEF は日本の子どもたちのために 65 億円（現在の価値で約 1,300 億円）の資金
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を提供している。日本が終戦の混乱と貧しさから立ち直るきっかけとなった援助に、「ガ
リオア・エロア資金」が挙げられ、1946 年から約 6 年間、日本は総額 18 億ドルの資金
を受け取った。これは現在のお金の価値になおすと約 12 兆円にも上る膨大な額の援助で、
この資金援助がなければ日本の復興や今日の発展はなかったかもしれない。さらに 1953
年からは、世界銀行から計 8 億 6,000 万ドル、現在の価値で約 6 兆円ものお金を借りて、
黒部第 4 ダムや東海道新幹線、東名・名神高速道路など日本の経済発展に必要なインフ
ラを整備した。日本がこの世界銀行から借りたお金を返し終わったのは 1990 年の 7 月の
ことであるが、こうした多くの援助は朝鮮特需と共に、日本が貧しさから立ち直り経済
発展を遂げる原点となった。
	
  	
  日本の政府開発援助、つまり ODA は 1954 年 10 月 6 日にコロンボ・プランに参加し
たことから始まった。このコロンボ・プランとは、1950 年提唱のアジアや太平洋地域の
国々の経済や社会の発展を支援する協力機構のことでフィリピン、インドネシア、ラオ
ス、韓国など日本が第二次世界大戦時に侵略を進めた東南アジア、東アジアの国々が多
く含まれる。つまり、日本の援助は戦後賠償の一環として始まったと言える。日本はコ
ロンボ・プランの正式加盟国の一員として 1955 年から研修員の受け入れや専門家の派遣
といった技術協力を開始したという。
	
  	
  援助形態は戦後処理を主眼とするものから転換し始める。1974 年の JICA の設立など
により援助の体制が確立されはじめ、80～90 年代では ODA は拡大し、日本政府は ODA
を国際貢献の重要な柱の一つとしてアピールに努めた。1989 年日本の ODA 拠出額はア
メリカを抜いて世界１位となり 2000 年までキープしたが、円高のゆるみや厳しい財政難
により ODA 額は徐々に減少し、2007 年からは５位の状態が続いている。
い 日本の援助の特色
次に、他国と比べたときの日本の援助の特色は何かと考えた。JICA のホームページを訪
ねたところ、自助努力支援について強調されていた。この自助努力支援とは、一言でいう
と「途上国の人びと自らの手による努力を支援する」ことだ。JICA ホームページによると
これは、途上国自身の努力があって初めて持続的な経済成長が実現するという考えに立ち、
支援が終わっても途上国の人びとが自らの手でプロジェクト事業を持続・発展的に行える
ような協力をしていこうというもので、「途上国の人びとの努力を“応援”する」ことが日
本型の協力であるという。そのほかに、日本の援助の特徴として人間の安全保障の推進も
あるそうだ。
自助努力支援はプロジェクトの持続、発展を可能にするものであり、途上国の人の立場
にたって途上国の人のことを大事にしている。素晴らしい特徴だと思ったし、そのような
援助をしている日本を誇りに思った。このレポートでは自助努力支援に注目してみること
にした。
自助努力支援は被援助国の能力を育てようとしていて、援助の持続性の考えにつながり、
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そしてオーナーシップの考え方につながる。オーナーシップは日本語に訳すと主導権だ。
よく言われることとして、ただ与え受けとるだけの援助では持続性がなく意味がないし、
オーナーシップを育てないと途上国の本当の成長につながらないということだ。本当の成
長に不可欠ならばオーナーシップは極めて重要である。よって、オーナーシップに注目し
て日本の援助を見ていくことにした。

（DAC 資料より）

２	
  オーナーシップの定義
オーナーシップは日本語に訳すと主導権であるが、そもそもどういう意味合いで使われ
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ているのだろうか。現在オーナーシップは日本だけでなく欧米など色んな国がそれぞれに
使っていて定義が曖昧である。例えば、イギリスがいうオーナーシップはおもに、途上国
の政府予算に直接多額の資金を提供し途上国政府にその使い道を選ばせる一般財政支援を
行うことで、途上国政府の能力を育てる意味合いでオーナーシップという言葉を使ってい
るように思う。一方、日本が考えるオーナーシップとはどのようなものだろうか。JICA	
  	
  	
 
のサイトが自助努力支援を強調していたように、日本が考えるオーナーシップは途上国に
自分で努力する基盤を提供すること、自分で成長できる能力を育てることだと感じた。日
本大使館を訪問した時も JICA を訪問した時も日本の援助の特色として自助努力支援の概
念が強調されていたのでこの日本でのオーナーシップの意味の考え方は間違っていないと
思う。
これからこのレポートでオーナーシップという言葉を使うとき、後者の意味合い、自分
で努力する基盤を提供すること、自分で成長できる能力を持たせることという意味合いで
使いたいと思う。

３	
  日本大使館でのお話
ダルエスサラームにある日本大使館にて在タンザニア大使である岡田眞樹氏からお話を
伺った。私たちが質問してそれに答えていただくという形だった。岡田氏のお話を通して、
日本の援助の特徴がいくつか分かった。
	
  まず、近年の特徴として経済状況、財政状況の悪化、さらに 2011 年の東日本大震災の被
害により国外よりも国内へお金をかけようとする風潮が生まれた。日本に直接利益があが
るような地域に対しての援助を重視するようになり、その結果アフリカ諸国への援助額は
減少しているという。大使によると、日本人が援助をどう思っているのか、何のためにや
っているのかは国会を通じて反映される。最近では民主党の影響により、日本企業の利益
になるならお金を出しても良いという風潮になったとおっしゃっていた。これらの風潮は
良くなく、長期的に考えると日本は企業のメリットのみに固執するのは良くないし、減少
傾向にあるアフリカへの援助もきちんと継続していくべきだという。
	
  次に、中国と日本の援助は違うというお話をしてくださった。中国は鉄道、国立競技場、
軍の練習場、農業研究所などの建設など国の偉い人が喜びそうなことをやっていて、お金
も億単位で莫大だという。それに対し日本は、「草の根」援助で学校を建てたりしていて、
資金は 1000 万円が限度だという。また、中国の企業は資源略奪に来ているのではないかと
思えるほど多くタンザニアに進出していて、30～60 社が１億ドル～９億ドルの規模で活動
しているそうだ。そのうちの７割がマニュファクチュアであり、近年は軽工業への投資が
多くなってきて、タンザニアの願いと一致しているという。現地で６万人くらいの雇用を
生み出していて、これは西欧がやっていないことだそうだ。中国のアフリカ進出をみると、
日本は危うい状況にあるとおっしゃっていた。しかし、中国と比べて日本は上から目線で
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物を言わないし、必死にモノをつくっていて現地から好感や尊敬を受けやすく、中国はそ
ういう点ではまだまだだともおっしゃっていた。
	
  次に、一般財政支援についてお話を伺った。一般財政支援は資金が使われてどうなった
のかという結果が分からず、税金を払ってくれた人たちに使い道を明確に説明することが
難しい。またファンジビリティの問題もある。結果、オランダやスイスが一般財政支援か
ら手を引き、今ではイギリスやスウェーデン、世界銀行などが一般財政支援を行っている
という。日本の場合、一般財政支援では日本企業に利益が出ないので一般財政支援は推奨
されていない。
	
  また、「草の根」支援について詳しい説明をしてくださった。「草の根」とは安全保障に
関係し、ベーシックな人間の生活条件を改善するプログラムである。プロジェクトが始ま
ってから終わるまでは約一年間だという。ポイントとして相手の能力が大切であり、また
確実にできることが大事である。失敗した場合後でたたかれる可能性があり、そのためだ
んだんと臆病になっていってしまうのが現実だそうだ。「どこどこの大臣がどうしてもやっ
てくださいと言っている」だとか、「NGO がこれをやらせてくださいと言っている」だと
かそういった付加価値のあるものがやりやすい。一年間という期間は短いが、中長期的な
プロジェクトも JICA にお願いし、検討している。ただ、「草の根」という言葉が広まりす
ぎてしまったので今は宣伝活動をしないようにしているという。
	
  最後に、オーナーシップについては、オーナーシップとは自分で考えて自分の国づくり
をする新鮮なアプローチで、日本はまるで先生が生徒を叱るような上から下の関係ではな
く、現地の人に一緒に考えてもらう「寄り添い型」をとっていると回答いただいた。
	
  タンザニアにプライオリティーが出るならば日本の経験をタンザニアに与えることが重
要で、例えば小麦粉でなく米、など日本人のノウハウを生かせる部分で日本の力を発揮、
存在感を出すことが大事だと仰っていた。
	
  大使のお話を伺った感想として、億単位と 1000 万円という規模の違いからも分かる、中
国のタンザニアでの圧倒的存在感に危機感を持つとともに、規模が小さいものの「草の根」
や「寄りそい型」といったスローガンを掲げ、ローカルな人に優しい方法で援助をしてい
こうとしている日本に好感をもった。

４	
  学生会議での議論
	
  	
  	
  ～タンザニアのニーズとは
	
  私はダルエスサラーム大学との学生会議にて、援助班としてタンザニアから見て日本の
援助は他国と比べてどういう魅力を持つのか議論した。始めに日本の援助の特徴として一
般的に共通する三つのポイントに注目し、タンザニアにおいても当てはまるその三つの特
徴をダルエスサラーム大学の学生たちに説明した。アメリカやイギリスといった対タンザ
ニア援助の主要国と比べ、日本の対タンザニア援助の特徴はタンザニアが求めるニーズに
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適合しているのか否かダルエスサラーム大学の学生と共に考えた。
日本の援助の特徴である三つの点とは具体的に次のようなものだ。
①持続性があること
一般に援助の際他国は性能の良い道具を持ってくるが使い方を伝授しないため持続性がな
い。一方日本は現地のレベルに合った道具を用いて使い方も説明するため持続性がある。
しかし現地のレベルに合わせた丁寧な援助は同時にスピードの遅さも意味する。反対に他
国の持続性のない援助は即効性をもつという利点ももつ。
②ファンジビリティが低いこと
日本の援助の特徴としてわたしたちはイギリスを対照例としファンジビリティの低さをあ
げた。イギリスはタンザニアの国家予算に直接多額の資金を提供するため政府の能力を育
てることができるという利点もあるが、軍事など資金が間違った目的に使われやすい現実
がある。日本は使われる分野を指定した上、直接には国家予算に資金提供しないので資金
が適切に使われやすい。
③政府機関である JICA を通した援助が多いこと
日本では、政府は JICA に資金を提供して JICA 自身がプロジェクトを遂行する。政府機関
による援助なため機動性が低いという問題はあるがタンザニア政府とタンザニア住民の両
方への働きかけが可能となる。一方アメリカでは NGO を通した援助が多い。政府は NGO
に資金を提供し NGO が援助を遂行する。中央政府への影響力が小さいという欠点をもつが
機動性が高く、状況の変化へ対応しやすい点を評価できる。
まず一つ目の持続性に対するタンザニアの学生の意見は一致し、全員が持続性のある支
援を望んでいた。技術の伝授を伴う援助でなければその後の修復、改善ができなくて困る
ことが多く、技術伝授の伴わない援助はむしろ有害でさえあるという考えもあったようだ
った。
二つ目のファンジビリティについては、タンザニア政府は資金を適切に使う能力がまだ
ないため国家予算に直接多額の資金を提供するのではなくプロジェクトベースでの支援が
望ましいという結論に達した。
三つ目の政府機関か否かの議題についてはタンザニアの学生と話し合ったところ NGO
の機動性の高さや、金銭目的での活動について再考する必要が感じられたが、最終的に機
動性が高くないことを考慮してもなお、JICA の方が影響力が大きい以上は JICA による援
助の方が魅力的であるという結論に落ち着いた。ただし、JICA は対象地域の状況変化を理
解、考慮することのできる専門家や地元人であるタンザニア国籍の専門家をたくさん育成
し、雇うべきと強く主張する学生の意見が見受けられた。
結果として日本の援助の特徴が三つとも全て評価される結果とも支持される結果となっ
たのだが、この学生会議を通じて一番印象に残ったのはタンザニアの学生たちが支援に持
続性を強く求めていたことだ。意見が割れやすい議論の多い中、支援には持続性が必要だ
という意見は一致していた。持続性を求める熱心さは正直意外だった。持続性とは先進国
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の学者が唱えていることで、途上国や一般の人の間では援助は質の良いものだったらもら
えればとりあえずいいみたいな考えが強いのではないかというイメージ、今思うと偏見が
あったからだ。

５	
  JICA でのお話
	
  わたしたちは帰国前日、ダルエスサラームにある JICA 事務所を訪ねた。JICA 職員の方
たちが丁寧な説明を行ってくださった。
	
  まず近年の世界での援助の流れについて簡単に説明をしてくださった。近年、世界では
援助強調の流れがすすんでいる。援助強調とは、個々のドナーがそれぞれ各自のプロジェ
クトをやるのではなく、まとめてやっていこうという考え方で、特にイギリスが力を入れ
ている。タンザニアは、アフリカの中でも特に援助強調が進んでいると言われている。な
ぜ援助強調が推奨されるようになったかというと、1980 年代後半～90 年代のドナーサイド
の反省がある。「ヘレナレポート」という論文に詳しく書かれているそうだが、個々のドナ
ーが各自バラバラに援助を進めていると、やり方の違いや中身の重複、手続きが煩雑など
被援助国の負担が大きかった。色んなドナーが色んなことをやって、押し付けることでか
えって開発を妨げているのではないかという声もあった。そこで、全体として ODA でやっ
ていく必要があるのではないかということで援助強調の概念が生まれた。また財政支援の
流れも援助強調とともに進み、タンザニアは政府が財政支援を推進したので特に急速に進
んだ。
	
  そこで、1990 年代から 2000 年初期にかけて、プロジェクトベースの道路、電力などイ
ンフラ分野における援助が得意な日本にとって援助がしにくい状況となった。
	
  しかし、援助強調にも画一的なやり方でやる弊害、一本化の不都合など反省が見られ、
勢いは依然ほどではなくなってきている。ヨーロッパ本国での考え方の変化もある。例え
ば、イギリスでは労働党のブレア首相が貧困削減を唱え政策を進め、援助強調の動きを強
めたが、保守党への政権交代により政府は具体的な成果を求めるようになり、資金の使い
道や結果が明確に見えにくい援助強調や財政支援は魅力減となった。また、たとえ援助を
受けた途上国の政府がしっかりとした計画を立てても、それを実際に実行できる具体的な
能力があることは少なく、資金があっても行動を起こす能力がない。一本化の不都合や途
上国政府の能力への不信感によりヨーロッパドナーの考え方も変わってきたという。
	
  勢いにかげりはあるものの、援助強調の流れの中で、日本はどうやってプレゼンスを保
てばいいのだろうか。日本はこれまで、あまり得意でない教育、保健セクターについては
財政支援に対応、得意分野である道路、電力などのインフラセクターについてはプロジェ
クト型でやってきた。分野によって強弱をつけ、この分野では協力できない、この分野で
は協力しようなどと取捨選択をしていくことが重要だとおっしゃっていた。
	
  次に、日本の援助の特徴である自助努力支援について具体的なプロジェクトを紹介しな
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がら説明してくださった。０の段階から一緒に考え行動し、現地の人が独り立ちできるよ
うに考えながら援助をしている日本は自助努力育成のためさまざまな試みを行っている。
例えば、保健セクターではより上部の期間がチェックするシステム作りや日本式の５つの
「し」の推進など保健行政の全体システムが上手く回るような支援を行っている。道路は、
人の手でできるようなところはなるべく手でやっているため、その後現地の人たちが自分
たちで事業を継続させやすくなる。水については、日本がいなくてもマネジメントできる
ような井戸を掘っている。エネルギーについて、技術者の育成や研究体制の確立も行って
いる。さらに、政府においては政府の中に内部監査人の育成支援をすることで自浄効果を
もたらそうとしている。私は以前、中国の建設会社は中国の会社、その会社にしか直せな
い、継続できない方法で現地の建設を進める場合があると聞いたことがある。先ほど挙げ
た、自助努力支援を目指して日本が行っている取り組みは中国の建設会社のケースと対照
的でとても善良的だと思い、具体的な内容を説明してもらったとき日本への愛国心や日本
人への愛着を感じた。
	
  また、タンザニアの問題として県の能力がないまま県に仕事が割り振られてしまってい
る、というお話が出たとき、私は JICA はタンザニア政府のオーナーシップ、また能力につ
いてどのように捉えているのか気になり、質問させていただいた。答えは、まだまだだが、
これから少しずつ良くなっていくだろうというものだった。話によると、タンザニアの地
方政府はアフリカの優等生であるガーナなどと比べてまだまだゆっくりしているという。
地方分権化を進めたばかりでまだ上手くいっていないところもある。しかし、資金につい
て抗議がでるようになるなど、意識が確かに変化していることを感じるという。これから
ゆっくりと少しずつ、タンザニア政府は能力を育成していくのではないかとおっしゃって
いた。

６	
  最後に
	
  大使館訪問や JICA 事務所訪問、そしてこの研修を通して、私の援助に対するイメージは
少し明確になった。今なら援助はどのようなものなのか、具体的にどんな感じなのか聞か
れても答えられる気がする。ダルエスサラーム大学の学生との三日間にわたる学生会議を
通して、タンザニアのリアルなニーズ、意見にも触れられた気がする。
	
  全体の中で最も印象に残ったのは自助努力支援という日本の援助の特徴の素晴らしさだ
った。繊細な気配りである和の心を感じた。これからも自助努力支援を軸とした支援を続
け、タンザニアのオーナーシップ確立につなげていってほしい。
	
  一つだけ気になったのは、JICA がタンザニアの国民に対して日本のプレゼンス、地位を
高めるような PR 活動や宣伝をほとんど行っていないことだ。街を見ていると、KOICA の
大きな標識を何度も見かけたし、ほかの国も街中に国の名前を掲げてアピールを行ってい
た。なぜ JICA はそのようなアピール活動を行わないか訪ねると、日本はタンザニアに対し
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50 年間援助を行ってきたし、規模的には英米につぐ三番目であったからそれを見ている人
は見ている、みんな分かっているためわざわざ宣伝する必要はないという回答が返ってき
た。しかし、本当にそうだろうか。国のエリートが集まるだろうダルエスサラーム大学の
学生でさえ JICA の存在を認識していなかったし、JICA の「ジャイカ」という読み方さえ
知っていなかった。JICA とは何なのか全く思い当らなかったらしく、KOICA の日本版だ
というとすんなり通じた。街中に看板をつくったりする宣伝活動をしないのみでなく、青
年協力隊の人の話では、プロジェクト実行中も日本をあまり押し出さずに活動するそうだ。
協力隊のかたが仕事中に「中国人か？」と道行く人に聞かれたとき、日本と答える人もい
れば、中国人であることを否定しない人もいるという。もちろん答え方は個人の自由であ
るが、否定しないことや仕事中に「中国人？」と聞かれてしまうほど日本という主張がな
されてないことは消極的な姿勢だ。宣伝活動もしないし、そのように消極的で大丈夫なの
か心配になってします。日本をあまり主張せずに活動することに対し、内部にて疑問はあ
るものの批判意見もあまりないという。プレゼンスを主張したり、援助していることを主
張したり、外国でのプレゼンスを高めようとしないことは日本の奥ゆかしさの美徳からく
るものなのかもしれない。しかし、そんなことをしていては日本の将来が心配である。日
本は外国においては謙虚だとか奥ゆかしさといった日本文化を捨て、もっとがっついてい
かなければいけない。そうしないとグローバル競争に生き残れない。
	
  先日の 3 月 25 日、タンザニアのキクウェテ大統領と中国の習主席がダルエスサラームに
て会談し、キクウェテ大統領が「タンザニアは、中国の主権と領土に関わる重大な問題で
中国側を断固支持する」と述べた。ネットを見ていると「タンザニアが理解できない」と
いう日本人の意見が多かったが、タンザニア研修で学んだことから考えると納得しかない。
自分も含め、政府、国民ともに外国が見えてない日本には早く目を覚ましてほしいと思っ
た。震災で途上国からも多くの義援金を受け取ったにも関わらず国外より国内を優先させ、
日本企業の目先の利益を求め援助を限定、援助額も減少させているのでこれから日本のプ
レゼンスは一層低下していく。そのため、日本の外交や経済分野における世界での活躍は
難しくなっていってしまうだろう。
	
  最後に少しずれてしまったが、これで本レポートを終わらせる。
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福谷佳苗

はじめに
本研究では 2013 年 2 月 20 日から 3 月 7 日にかけての MPJ ユースのタンザニア研修を通
して学んだ教育の現状を中心に、今後タンザニアはどのような援助を必要とし、また日本
はそれにいかに貢献すべきなのかを考える。まず第 1 章では現在のタンザニア政府、教育
省（Ministry of Education and Vocational Training）の政策、援助状況について述べ、第
2 章で実際に現地で得た情報から考えられる問題点を挙げ、第 3 章でそれに対する解決策の
提言を行う。
第 1 章	
  教育の現状
ま ず タ ン ザ ニ ア の 教 育 を 管 理 し て い る の は Ministry of Education and Vocational
Training：教育と職業訓練省 ( 以下、教育省)	
  であり、教育政策策定、実施の監視と評価、
教師訓練、学校登録、教育サービス、教育インフラ、図書館サービスの検閲を行っている。
教育省は 21 の部門に分かれており、ここでは主に初等教育と中等教育の部門について見て
いく。
⑴	
  初等教育
2002 年から 2006 年にかけて Primary Education Development ProgramⅠ（PEDPⅠ）が
実 施 さ れ た 。 enrolment expansion 、 quality improvement 、 capacity building and
strengthening、institutional arrangements の 4 点を目標とし、政府としてはこの第一期
のプログラムは大筋では成功したという認識である。その根拠としては 2001 年の初等教育
無償化による急激な就学率の上昇や小学校の数の増加、中学校進学者の増加、教師の質の
上昇などが挙げられている。ただ、就学率の上昇に重点を置きすぎた結果、教育の質の向
上に関しては不十分であったという反省が残った。2007 年から 2011 年にかけては PEDP
Ⅱが実施され、Ⅰを踏まえて新たに 7 つの分野に焦点があてられた。順に挙げていくと
①Enrolment Expansion with focus on ensuring Access and Equity
②Quality Improvement	
  ③Capacity Building	
  ④Cross-Cutting Issues
⑤ Strengthening Institutional Arrangements	
  ⑥Educational Research	
 
⑦

Monitoring and Evaluation	
  である。

⑵	
  中等教育
2004 年から 2009 年にかけて Secondary Education Development ProgramⅠ（SEDPⅠ）
が実施された。 Improve access with equity, quality, management and delivery of
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secondary education in Tanzania を目標とし、5 年間で中学校の数が 3 倍になるなどの効
果もあったが、政府としては課題が多く残ったという認識である。その課題としては、
・試験における成績の低さ
・教員数、特に理数科教員数の急激な不足
・都市と地方の間での教師配置の不均衡
・各学校による学習環境の格差
・学校建設を含む、インフラ関連の整備の不備
・教室における教師中心の指導法
・高等学校への進学率の低さ（30%強）
・学校運営能力の低さ
・奨学金制度の充実による貧困層の生徒数の増加
・遊牧民、辺境の民族における中等教育へのアクセスの低さ
が挙げられている。これらの反省を踏まえ、2010 年 7 月から 2015 年 6 月までの予定で SEDP
Ⅱが実施されている。目標としては以下の 5 つがある。
①

Improvement of quality and relevance

②

Enhancement of access and equity

③

Improvement of the teaching force and teaching process

④

Improving management efficiency and good governance

⑤

Institutionalization of cross-cutting issues

⑶	
  援助の状況
1.日本の援助実績（20１0 年度までの累計）（単位	
  億円）
①有償資金協力（E/N ベース）486.51
②無償資金協力（E/N ベース）1,586.57
③技術協力実績（JICA ベース）699.45
２．援助状況
タンザニアは、様々な理由から欧米諸国の対アフリカ援助の重点国となってきた。そのた
め、日本のタンザニア支援は日本のサブサハラ諸国に対する支援の中でも最大級のもので
あるが、受取り国のタンザニアからすると、年度ごとのばらつきはあるものの、旧宗主国
の英国の支援、最近急激に伸びてきて他のドナーをはるかに凌駕するようになったアメリ
カの支援、社会主義政策をしていた時代から伝統的にタンザニアに支援して来ているスウ
ェーデン、デンマーク、ノルウェーといった北欧諸の支援が、あるいはドイツやオランダ
といったＥＵの主要国の支援が、日本の支援を超える資金をタンザニアに注入する結果と
なっている。
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主要ドナーの対タンザニア援助実績
出典：OECD/DAC, Query Wizard for International Development Statistics
主要二国間ドナーの
タンザニアに対する
援 助 実 績（ ネ ッ ト 支 払 １

２

ベ ー ス 	
  通 貨 単 位：百 位

位

３位

４位

５位

米国

オランダ

ノルウェー

(128.1)

(114.2)

日本

ＤＡＣ
計

総計

万ドル）
年
2007

2008

2009

2010

2011

日本

英国

(721.7)

(231.7) (166.8)

英国

米国

(254.2)

(246)

米国

英国

(283.7)

(216.7) (120.53) (116.4)

(106.9)

米国

英国

デンマーク

ノルウェー ７位

(457.4)

(241.9) (134.5)

(129.4)

(123.9)

米国

英国

(535.2)

(196.4)

ノ ル ウ スウェーデ
ェー

ン

(127.7)

(125.5)

日本

ノルウェー

ドイツ

デ ン マ スウェーデ
ーク

ン

(126.4)

(125.2)

１位

デンマーク ７位
(119.2)
デンマーク

日本
(119.4)

(71.0)

３位

(104.6)

５位

1,839.0 2,819.6

1,372.9 2,330.7

1,408.8 2,934.2

1,658.8 2,946.3

1,714.3 2,495.1

	
  3.日本の援助	
 
タンザニアへの日本の援助は JICA(国際協力機構)によるもの、外務省の草の根・人間
の安全保障無償資金協力(以下、「草の根無償」)、その他 NGO によるものがある。
JICA が行っているものとしては中等理数科教員養成制度強化支援と青年海外協力隊に
よる教育支援がある。前者は中等理数科教育の質向上のため、現職の中等理数科教員の
現任研修を実施している。これはタンザニア教育省が 1997 年から行っている中等理数
科現職教員研修（INSET）を支援するものである。プロジェクト終了後の 2004 年以降
は政府独自に展開しており、2008 年までに全国約 10000 人の中等理数科教員のうち約
3000 名の教員が研修を受講した。しかし、研修が継続的に行われる体制になっておら
ず、アドホックな研修となっているため、今後の課題は INSET を州単位で実施、運営
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する体制を整えると同時に全体総括を担う中央調整機関を強化することによって
INSET を全国的な取り組みとして自立発展的に継続させることである。また、後者は
現在約 70 人の隊員がタンザニアで活動中であり、教育分野では進学校で有名な国立中
等学校にも、施設も十分でない村落部の中等学校にも派遣され、特に教師が不足してい
る理数科を教えている。また、市役所の教育課や初等、高等教育機関でも隊員が活動し
ている。更に、教育省の管轄分野としては VETA(Vocational Education and Training
Authority)と FDC(Folk Development College)という 2 種類の全国規模の職業訓練学校
で自動車整備、コンピューター技術などの指導を行っている。VETA は中等学校の 0 レ
ベルを卒業後、専門技術を得るための職業訓練校として運営されており、FDC は小学
校の卒業者を対象とした職業訓練を実施している。その他政府機関にて、コンピュータ
ー技術や農業技術の支援にあたっている隊員もいる。
外務省による草の根無償は、開発途上国の地方公共団体、教育・医療機関、並びに途上
国において活動している国際及びローカル NGO 等が現地において実施する比較的小規
模なプロジェクト(原則 1000 万円以下の案件)に対し、大使館が中心となって資金協力
を行うものである。タンザニアの場合は、最近は、地方の診療所や中学校や高校の女子
寮を建てるプロジェクトが多くなっている。女子寮の建設が重要なのは、女子が学校ま
での徒歩での長い通学の途中で襲われ、強姦されて子供ができ、退学に至る、という事
態を避けるためである。女子寮の建設により女子の教育環境が整うことになるが、中央
政府からの乏しい交付金は女子寮の建設には回らず、地方の県はなけなしの自己財源で
毎年女子寮を一つ、二つ立てるのがやっとという状況であり、草の根無償に対するニー
ズは非常に高い。ただし、草の根無償は必要な資金をすべて提供するわけではなく、地
元側にも負担を求める。寮の建設なら、建物は日本側から、ベッドは地元自治体が提供
する、という具合である。
NGO による援助の例としては、TABLE FOR TWO プログラムがある。これは日本で
対象となる定食や食品を購入すると、1 食につき 20 円の寄付金が、TABLE FOR TWO
を通じてタンザニアの小学校の学校給食になるというもので、日本で 1 食とるごとにタ
ンザニアに 1 食が贈られるという仕組みである。学校給食の提供は、小学校の就学率、
出席率、更には中等教育への進学率上昇に効果的であり、タボラ州・ムボラ地区内のミ
レニアム・ビレッジ・プロジェクトの対象となっている 17 の小学校で、約 7500 人の
生徒に提供している。現在は資金提供を主に行っているが、この給食事業が軌道に乗り
定着した後は現地の人たちが自分たちの力で事業を続けていくことを目指しており、で
きる限り資材の調達や調理を現地の人、特に子供たちの両親の協力を得て実施するよう
にしている。
4.イギリスの援助
援助の手段には大きく３つある。一つは資金援助で、開発途上国が開発や行政
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に必要な資金を現金あるいは手形の形で供与する。二つは現物供与で、開発途
上国が必要とする資機材そのものを送るなど、病院、学校といった建物を建設
して引き渡すなどの援助。もう一つは専門家やコンサルタントなどの専門的な
人材を派遣してその技術やノウハウなどを伝授する方法である。概ねどの援助
国もこの３つを組み合わせて援助を行っている。１番目はプログラム援助、２
番目をプロジェクト援助とも言う。
イギリスでは、近年、唯一の援助目的である貧困削減に資するのであれば、相
手国にお金を与え、その政策を支援する財政支援に重点を置こうと言う姿勢が
顕著になっている。このシステムでは、相手国は国庫に資金を受け取り、その
国の貧困削減戦略に基づいて、国のオーナーシップのもとに資金を使うことが
できる。アフリカなどで長年プロジェクト型の援助を行ってきたイギリスであ
るが、その成果が限定的であり、セクターレベルやマクロレベルでの成功に繋
がらないことに業を煮やした結果、このようなプログラム志向の資金援助に傾
倒している。
一方、アジアなどでインフラ建設や人材育成センターなどのプロジェクト型の
援助で成功を納めてきた日本は、行政面での実施能力や透明性にまだまだ問題
のある国に一方的に資金だけを投入するより、相手国のニーズにあったプロジ
ェクトを立案し、個別に支援する方が、相手国への負担も少なく、質の高い援
助ができるので、プログラム援助とプロジェクト援助はケースバイケースで上
手く組み合わせた方がよいという、いわゆる「ベストミックス論」を主張して
いる。
	
  	
  	
  	
  ５．アメリカの援助
	
  	
  	
  	
  	
  USAID は、保健分野を中心に支援しているが、コモン・バスケットへの参加
は、アメリカの法律が許さないのみならず、タンザニア政府の財政が不透明で
あることを理由に行っていない。	
  USAID の特徴として、これまでプロジェ
クト型援助として実施してきた技術協力を継続する一方で、NGO に対する支
援を行っている。
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6.スウェーデンの援助
スウェーデンを含むスカンジナビア諸国は、ノルディック諸国会議を設けて援助調整を行っ
てきた経緯がある。スウェーデンの援助は、民主化の継続、経済自由化支援、組織制度づく
り支援、農村開発支援の 4 つを協力の基本方針としている。スウェーデンは 2001-05 年の対
タンザニア援助戦略において、
「貧困重視」
「人材育成」
「民主的開発」の 3 点を開発目標とし
ている。これら 3 点の目標は、それぞれが独立に存在するのではなく、互いに関連し合い、
貧困削減が達成されるとしている。支援形態としてはタンザニアの意向を考慮して財政支援
を中心にしている。そのためにスウェーデンの援助資金の使途をモニタリングするための新
しい手法をタンザニア政府と協力して開発中である。財政支援の枠組としてスウェーデンは
MDF（Multilateral Debt Relief Fund）に最初に参加した国の一つであり、その後継である
PRBS（Poverty Reduction Budget Support）への参加も表明している。PRBS が重視する
セクターは保健、教育、水であり、特に女性と子供へ恩恵をもたらすと考えられる。
	
  	
  	
  	
  7.援助の成果
	
  	
  	
  	
  2008 年のミレニアム開発目標（Millennium Development Goals : MDGs）中間報告によれ
ば、2015 年までに普遍的初等教育の達成は実現される。この成果指標の上昇は、一般財政支
援の開始時期及び 2004/05 年度から数年間でその支援額が約倍増した時期と重なっているこ
と、また政府が教育セクターに重点的に予算配分を行ったことを考えると、政府支出により
変化が出やすい教育セクターにおける成果には一般財政支援が貢献したといえる。
	
  	
  	
  	
  ただ、貧困と人間開発報告書 2009（Poverty and Human Development Report 2009）によ
ると識字率に関してはほとんど進展が見られておらず、初等教育入学率が上がっている一方
で卒業率 62.5%(2008)である。
	
  	
  	
  	
  また、国連人間開発報告書 2009	
  によれば、経済・保健・教育の多面的な指標によって開発
を測る人間開発指標では、2000 年から 2007 年の間に年平均 2.09%成長した。これは世界で
5 番目の成長率である。一方、人間開発指標を基に算出した人間貧困指標のレベルと所得貧
困レベルの差をその差が大きい順で並べるとタンザニアは世界で 2 番目であり、所得貧困レ
ベルは依然高く、保健・教育分野での開発が人間開発指標を上げたことが示された。
	
  	
  第 2 章	
  教育と援助の問題点	
  ～現地で得たことから
	
  	
  	
  	
  ここまでタンザニア教育省の政策、各国の援助状況を見てきたが、ここからは実際にタンザ
ニア現地で得た問題点を見ていく。
⑴	
  初等教育の質の低下
これはお話を伺った多くの人が現在の教育の問題点として挙げたものである。先に述べた
ように、タンザニアでは 2001 年に初等教育が無償化されたことで初等教育の就学率は急激
に上昇し、2012 年時点で 97.3%と、2015 年までの達成を目指す国連のミレニアム開発目標
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（Millennium Development Goals : MDGs）の 2 つ目の目標、普遍的初等教育の達成、は
ほぼ実現している。しかしその急激な就学率の上昇に小学校の建物建設や教師育成が追い
付いておらず、結果的に小学校での教育の質が低下している。教材なども不足しているた
め、週に 2，3 日しか授業を受けられない、1 冊の教科書を何人もの生徒で共有せざるを得
ない、公立小学校であっても教師への賄賂を要求されるなど多くの問題が生まれている。
	
  	
  	
  	
  ⑵	
  言語教育の問題
	
  	
  	
  	
  	
  タンザニアでは公立学校は小学校のみ公用語のスワヒリ語で指導し、以降の中学校、高等
学校、大学では全ての授業を英語で行う。これはタンザニアにおけるビジネス上の言語が
英語であるためだが、小学校終了時の識字率は、スワヒリ語：63%、英語：30%であり、
スワヒリ語ですら読み書きを完全に習得していない生徒たちとっては非常に厳しい状況と
なる。また、教師の側でも発音など英語の指導能力が低い、という問題があり、この問題
に対しては現在隣国ケニアから英語教師を招くといった対策が取られている。更に、中学
校以降授業は全て英語で受けるものの、日常生活ではスワヒリ語を使用し、学校以外では
英語を使用しないため、実際問題として大学卒業者であっても英語を話せない生徒の割合
が非常に高い、ということもある。この状況は日本と非常に似ているように思われる。
	
  	
  	
 
	
  	
  	
  	
  ⑶	
  援助の偏り
	
  	
  	
  	
  	
  これは MDGs の二つ目の目標が普遍的初等教育の達成となっていることに起因する問題
で、MDGs に則った開発援助が行われているミレニアム・ビレッジ・タンザニアにおいて
も実際に見られるのだが、中等教育以上への援助額が初等教育への援助額に比べて大幅に
少なく、偏りが大きい。また、以下のグラフから分かるように政府の教育予算の配分割合
も、初等教育が圧倒的に大きい。
	
  	
  	
 

175

	
  	
  	
  ⑷	
  教育における男女格差
	
  	
  	
  	
  	
  学生会議において話し合ったテーマの一つであり、全ての教育段階において男子に比べて
女子の就学率、修了率は低い。この原因としては若くしての結婚や出産、女性は結婚した
ら家庭に入って家事をすべきだという社会、両親の伝統的な考え方、またそうした考え方
からくる、学校へ通う女子への周囲の嫌がらせなどが挙げられる。
	
  	
  	
  	
  ⑸	
  縦割り行政の弊害
	
  	
  	
  	
  	
  これは教育省の内部で初等教育部門と中等教育部門が分かれ、それぞれの部門が上手く連
携していないために、初等教育での指導内容と中等教育での指導内容に一貫性が無いとい
う問題である。
	
  	
  	
  	
  ⑹	
  地域による教師の充足率の格差
	
  	
  	
  	
  	
  タンザニアでは、公立学校の教師は全国に派遣されることになっており、国土が広いこと
もあって地方に派遣される割合は高い。しかし、地方に行こうとする教師が少ないために、
都会に比べて地方では教師の充足率が低い。
	
 
	
  第 3 章	
  問題に対する解決策
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１．ここからは第 2 章で挙げたそれぞれの問題点に対して、どのような解決策があるのか、また、
どのような援助を行うべきなのかということを考える。
	
  	
 
初等教育の質の低下
これにはまず小学校数の増加、次に教師の能力向上が必要であり、援助の形態としては学校
建設援助、教師教育のための教師派遣などが考えられる。
言語教育の問題
これはタンザニアの法制度によって定められた、教育における使用言語の問題であるため、
解決策としては法制度の変更ということになる。考えられる援助としては法整備のアドバイ
スのための専門家派遣などがある。
援助の偏り
MDGs は 2000 年から 2015 年までの世界共通の目標であるが、それ以降のポスト 2015 の枠
組みとして MDGs を引き継ぎ、更に発展させる「SDGs」、つまり持続可能な開発目標	
 
Sustainable Development Goals が提唱されている。MDGs が抱える問題の一つとして固定
した目標の存在によって硬直的になり、多様に、また目まぐるしく変化する最近の国際情勢
や開発をめぐる言説の変化に対応できない、という問題がある。初等教育への援助の偏りは
まさにその典型的な問題であり、今後 SDGs においてより広範な分野に援助が行き渡るよう
な目標を設定する必要がある。

教育における男女格差
若くしての結婚を禁じる法律など法制度の強化や、特に地方での女性に対する伝統的な考え
方に注意を促し、正しい知識を広めるために、情報インフラの開発、ジェンダー教育の提供
などが考えられる。

縦割り行政の弊害
これは日本でも見られる問題であるが、解決策としては教育省の中で各部門が合同会議を開く
などして情報共有、業務内容のすり合わせなどを行う必要がある。したがって援助としてはそ
うした行政面でのアドバイスを行える専門家の派遣などが考えられる。

地域による教師の充足率の格差
177

そもそも教師が地方に行きたがらない理由としては学校までの通勤手段が無い、学校周辺
で暮らす場所が無い、また都会の暮らしに慣れている人が多い、など生活環境面での不備
が挙げられる。そこで考えられる援助としては教師用の寮の建設、通勤用バスの運行など
が考えられる。
	
 
	
  	
  2. 終わりに
	
  	
  	
  	
  日本では 2011 年の東日本大震災以降、財政状況の悪化により他国への援助よりも国内の復
興を優先させる風潮、更には日本に直接的に利益をもたらす地域に対してのみに援助を制限
する風潮が生まれ、その結果、タンザニアを含むアフリカ諸国への援助額は減少している。
また、ここまで考えてきた援助は全てすぐに実現可能というようなものでは決してない。だ
がしかしタンザニアの今後の発展を考えた時に最も必要とされるのは教育であり、そのため
の援助は継続していくべきだ。
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東アフリカ共同体及びタンザニア市場進出の可
能性

土屋潔浩
１ 、 	
 

はじめに
現在、世界は徐々にアフリカに注目し始めている。私たちが日本に帰国する頃、ニ

ューズウィーク日本版は「アフリカ新時代」と銘打って特集を組んでいた。また The

Economist 誌は「A hopeful continent」とアフリカに関する特別記事を掲載していた。
実際、21 世紀に入ってからのアフリカの経済成長は目覚ましいものである。アフリカ
大陸全体では今後 10 年間、年平均 6％で域内総生産が増大すると見込まれている。ま
た、アフリカ各地で新たな鉱物資源が発見され、採掘され始めている。最新の探査技
術によってアフリカでこれまで採掘されていなかった資源が見つかっているのだ。ガ
ーナでは石油が発見され、今後著しい経済発展が見込まれている。需要が伸び続いて
いるレアアースも続々と発見され始めている。また、農業分野では農家が携帯電話に
よって市場価格を調べるように、情報インフラの発達も経済成長を後押ししている。
一方で、先進諸国の経済は NY 発の経済恐慌が今でも尾を引いており、俄かに景気
が良くなったような感覚があっても、すぐにまた不況状態に陥る。輸出大国として経
済成長を遂げた日本としては、新たなマーケットを模索する転換点に立っている。勿
論、日本のすぐ側のアジアは魅力的な市場であることは確かだが、日本は今までもア
ジアと十分関わってきた。既存のマーケットを拡大することも考えられるが、アジア
で新たなマーケットを開拓できるかというと、すでにもう多くの分野が手を付けられ
ているだろう。
それに比べて、アフリカはどうか。現在、急速に経済成長を遂げているにもかかわ
らず、多くの分野が未開拓だったり、小規模な商業活動しか行われていなかったりす
る。これから経済成長していこうとしているにも関わらず、インフラすら整っていな
い。こんなところで、本当にビジネスできるのか？と二の足を踏む企業も多いと思う。
しかし、その一方で、競合相手は他の大陸に比べて圧倒的に少ない。そのような高リ
スク高リターンの大陸に日本企業が進出する市場としての東アフリカ共同体、またタ
ンザニアの可能性を考えてみる。
２ 、 	
 

東 ア フ リ カ 共 同 体 （ EAC） の 概 観

	
  今回訪れたタンザニアは、東アフリカ共同体（EAC：East African Community）と
いう地域共同体に属している。この共同体にはウガンダ、ケニア、タンザニア、ルワ
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ンダ、ブルンジの 5 か国が含まれている。EAC は 2010 年 6 月現在、人口 1 億 3,350
万人、GDP は 745 億米ドルの巨大経済圏となっている。EAC は 1967 年に、旧来の東
アフリカ共通サービス機関から発展し、発足したが、1977 年にウガンダとケニアの主
導権争いにより機能しなくなり、1978 年には両国の間で武力衝突が起こった。しかし
その後、3 国の間で経済協力についての連携が推進され、1999 年、再び EAC が発足
された。本部は 3 国の中心的位置にある、タンザニアのアルーシャに置かれた。その
後、2007 年には新たにブルンジとルワンダが参加し、現在の 5 か国体制となった。
	
  EAC は欧州連合（EU）のような経済統合、政治統合を目標としている。2005 年に
は関税同盟を締結、2010 年には一部を除き、域内関税が撤廃され、経済統合は順調に
進んでいる。ただし、2012 年を目標としていた通貨統合はいまだに成立していない。
図表１：EAC 内の貿易額推移	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  単位：100 万米ドル

	
  	
  出所：JETRO-東アフリカ共同体（EAC）の域内動向の進展と企業動向
	
  	
  EAC に注目する理由としては、その著しい経済発展があげられる。EAC 各国の
2011 年の GDP 成長率はルワンダが 8.3%となったのを筆頭に、ウガンダ 6.7%、タン
ザニア 6.4%、ケニア 4.4%、ブルンジ 4.2%と各国世界平均の 2.7%を大いに上回って
いる。また、域内貿易も増加傾向にあり、図表１のように年々域内貿易額が増大して
いる。2009 年に貿易額が減少しているのは、世界同時不況によるものであり、現在は
回復傾向にある。輸出額としてはケニアがずば抜けているが、輸入額としてはいずれ
の国も同じような額である。ただし、ケニア以外の 4 か国がケニアに対して貿易赤字
を出しているが現状である。
EAC はまた、共通市場の導入を検討しており、モノ、人、労働の移動を自由化する
ことを目指している。ただし、共通市場については市場規模の大きいケニアが積極的
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な一方、他の 4 か国、特にタンザニアがケニアの優秀な人材や企業の流入を恐れ、消
極的な対応をとっている。しかし、モノの移動については国境通過を簡便化するため
に国境にワンストップボーダーストップを置くなど徐々にではあるが共通市場の導入
に向けた動きもみられる。
３ 、 	
 

タンザニアの概観
この章では、各機関の報告書や発表データを元にタンザニアの経済活動に関わる経

済的現状、社会的現状、ビジネス環境について、三点に項目を分けて調査結果をまと
めている。
（１）	
 経済的現状
図表２：タンザニアの実質 GDP 成長率	
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出所：IMF - World Economic Outlook Databases
	
  タンザニアの名目 GDP は 2012 年現在、279 億 8 千万ドル（推定値）、世界で 85 位の
水準にある。一人あたりの名目 GDP は 650 ドルとなっており、OECD 開発援助委員会
のリストでは後発発展途上国（LDC）に分類されている。しかし 2002 年以降、毎年 6％
以上の GDP 成長率を出している（図表２）。国際通貨基金（IMF）の予測では今後、少
なくとも 2017 年までは約 7％の GDP 成長率を保ち続けると考えられている。
	
  タンザニア国内では、農業が最大の産業であり、同国の名目 GDP の四分の一程を占
めている。その割合は年々減っているが、産業としては 2010 年には 4.2％の成長を見せ
ている。日本からも JICA の技術支援など、農業の成長に貢献している。タンザニア政
府も農業の成長がこれからの経済成長の鍵と見なし、「Kilimo Kwanza」と農業を奨励
する政策をとっている。この政策により、灌漑設備の普及、稲作の普及を進めている。
その他に、サービス業が名目 GDP のおよそ半分の 43.9%を占めている。一方で経済成
長に重要な工業部門については名目 GDP の 22.4％と低い水準にある。ただし、過去 10
年で 10％弱の成長を見せているので、今後の成長も見込まれる。
	
  また、タンザニアの貿易は 2010 年、輸出額は前年比 35.8％増の 40 億 5050 万ドル、
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輸入額は前年比 22.7％増の 80 億 1290 万ドルとなっている。タンザニアの主要輸出品は
金を中心とする貴金属、マンガン鉱、銅屑、タバコ、ナッツ、魚介などである。主要輸
出国としてはスイスが 1 位となっており、アジアではインドや中国、日本、そしてアフ
リカでは南アフリカや、コンゴ民主共和国、ケニア、ルワンダなどの東アフリカ諸国な
どがある。また主要輸入品は、石油・同製品が輸入額の２６．９％を占めるほか、乗用
車や貨物自動車などの輸送機械や各種機械、小麦、パーム油などである。輸入相手国と
しては、インドを筆頭に、中国、南アフリカ、アラブ首長国連邦、日本と続く。
	
  タンザニアと日本の貿易は増加傾向にあり、2010 年の日本への輸出額は前年比 21.9%
増の 2 億 1750 万ドル、日本からの輸入は前年比 34.6%増の 5 億 6810 万ドルとなった。
日本への輸出品としてはマンガン鉱などの貴金属鉱が輸出額の 65.8%を占め、他にコー
ヒー、ゴマ油がある。日本からの輸入品としては車などの輸送機械が全体の約６割を占
める。ただし、この大部分が中古車である。タンザニア国内では日本の中古車が多く見
られ、救急車や保育園の送迎バスも再利用されている。他にポリエチレンや鉄鋼が主な
輸入品ではあるが、硬めの化学繊維の原料となるポリエチレンは主に蚊帳の材料として
使われている。
	
  これからのタンザニアの経済成長について、天然ガスの発見が大きく関わってくる。
タンザニア政府はタンザニア南部の沿岸部に 33 兆立方フィートの天然ガスがあると推
測している。これはカザフスタン（埋蔵量世界 19 位）の半分ほどと世界的に見ると余り
大きな規模ではないが、これからエネルギー需要が増すタンザニアにとっては貴重な国
内エネルギー源である。また、周辺の東アフリカ諸国もエネルギー供給が大きな問題と
なっていることから、周辺国に対しての輸出も重要となってくる。天然ガスの大規模な
商業的採掘は 2020 年に開始すると見込まれているが、既に国内でのパイプライン輸送
は開始されている。現在タンザニア南部の Songo Songo 島とその周辺のガス田とダルエ
スサラームを結ぶパイプラインが運用されている。
（２）	
 社会的現状
	
  この項ではタンザニアについて、政治状況、民族、人口動態、インフラ条件、地域統
合の五点のポイントに分けて説明していく。これらはタンザニア市場がこれから成長し
ていく鍵となってくる要因である。
	
  まず、タンザニア国内の政治状況についてである。タンザニアは 1961 年に英国から
独立して以降、一度も国内紛争を経験していない。1992 年までは社会主義路線で一党独
裁体制であったが、1992 年以降、複数政党制を導入し、それ以降、四度にわたる大統領
選を経験してきた。これらの大統領選は、ケニアのように暴動に発展することはほとん
どなく、唯一、2000 年の選挙時にザンジバルで暴動が発生したが、小規模なもので終わ
った。また、タンザニアの政党も民族的なものはなく、すべて民族横断的な政党である。
タンザニアにおける政治的不安は、主にザンジバルに関するものであり、彼らの独立運
動がザンジバル国内で暴動へと発展するケースがあるが、タンガニーカ本土における大
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規模な暴動に発展することは今まで報告されていない。ただし、政治的なリスクは低い
ものの、タンザニアの汚職度は 35、世界ランキング 102 位といまだに行政の腐敗が問題
となっている。
	
  次にタンザニアの民族について説明していく。タンザニアには、120 以上の民族が存
在しているにもかかわらず、政治状況でも述べたとおり、民族的な対立は他国に比べて
著しく少ない。その要因として、主に四つの理由があると思われる。一つ目に、使用言
語の統一である。タンザニアはスワヒリ語を公用語としており、また 15 歳以上の識字率
は 72.9％（2009）に達しており、国民の多くが公用語を読み書きできる。二つ目に、120
以上の民族の中で大規模な民族がないことである。独立の父、ジュリアス・ニエレレも
小規模な部族、Zanki 族出身であったことから、人種や民族に関わらず、機会均等する
ことを目標としていた。また、各宗教の割合もクリスチャン 40％、ムスリム 40％、伝
統的宗教 20％となっており、相互に対立することはほとんどない。三つ目に、公共施設
における社会的地位や民族の区別を行わないことである。これは、80 年代まで続いた社
会主義の名残であるが、この制度が民族間の差異をより一層見えにくくしている。そし
て四点目に、国民が地元意識、民族意識よりも国民意識のほうが強いことである。これ
は民族対立がない結果度でもあるが、このような和平状態を持続させていく要でもある。
外部の人間がコミュニティに入ってきても、同じタンザニア人という意識を共有してい
れば受け入れるような態勢が自分たちに備わっていると当のタンザニア人も自覚してい
る。これに加えて、コミュニティに新たに参加する者への抵抗も少なく、モザンビーク
やコンゴ民主共和国からの難民が新たにコミュニティに参加することもある。
三点目にタンザニアの人口動態についてである。タンザニアの人口は 2011 年現在、
約 4300 万人、2011 年の人口増加率は 3％であった。図表３のようにタンザニアは今後
も急速に人口が増加すると見込まれており、国連の推定では約 20 年後の 2030 年には
8000 万人を突破し、2040 年ごろには 1 億人を突破し、2100 年には世界第 5 位、3 億
2000 万人を抱えると推定されている。また、2030 年の生産年齢人口の全年齢に対する
割合は 53.5％、年少年齢人口の割合は 42.76％となっており、極端に人口が増加してい
る構造になると見込まれる。この人口増加によって、生活必需品などの需要増加が見込
まれる一方、タンザニア政府は国の人口政策報告書において、社会福祉サービスの不足
を危惧しており、その拡充を重点課題としている。
	
  	
  	
  	
  図表３：タンザニアの人口	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  （単位：千人）
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  出所：United Nations-World Population Prospects, the 2010 Revision
	
  四点目に、タンザニアの交通インフラ条件である。タンザニアはインド洋に 800 ㎞の
地平線を有していると同時に、5 か国の内陸国と接している。
（コンゴ民主共和国を含む
と 6 か国。）そのため、タンザニアは海上輸送と陸上輸送の中継地として重要な役割を担
っている。現在のところ、主要な貿易港はタンガ、ダルエスサラーム、ムトワラの三港
ある。一方、陸上輸送の方法は 2 通りあり、幹線道路を経由するトラック輸送と、タザ
ラ（タンザン）鉄道、タンザニア中央鉄道による鉄道輸送である。前者はまだ 47％しか
舗装されていないが、現在、日本の ODA や中国の援助により、舗装工事を急ピッチで
進めている。後者は老朽化が進んでいるため、その整備が課題となっている。
	
  最後に、地域統合についてである。タンザニアは東アフリカ共同体（EAC：East
African Community ）、 南 部 ア フ リ カ 開 発 共 同 体 （ SADC ： Southern African
Development Community）の二つの地域共同体のメンバーである。SADC は 2010 年
に関税同盟を確立させる予定であったが、いまだに議論が難航している状態である。ま
た、EAC については 2 章で述べたが、EAC 同盟国のルワンダ、ブルンジは内陸国であ
るため、インド洋に面したタンザニアを介して船舶で輸送されたモノを輸入している。
（３）	
 ビジネス環境
世界銀行発行「Doing Business 2013」によると、タンザニアのビジネスのやりやす
さは世界第 134 位である。一方、隣国ルワンダは 52 位、ウガンダは 120 位、ケニアは
121 位となっており、ビジネス環境は東アフリカ地域内で比べても、決して恵まれえい
るとは言えない。ただし、この順位を大きく押し下げる原因となっているのは「建設許
可に関する項目」
（174 位）であり、建設許可を必要としない輸入業などであれば、ビジ
ネスのやりやすさは変わってくる。また、2013 年の結果では「ビジネス開始についての
項目」
（113 位）については、ビジネスを始めるにあたっての手続きを減らしたことから、
順位を上げており、世界銀行もそのことについて大きく評価している。他に注目する点
については、「（裁判所などの）契約履行の強制（enforcing contracts）」が第 36 位とな
っており、タンザニアの裁判所が民事裁判において、健全に機能していることが窺える
（ルワンダ 39 位、ケニア 149 位）。
４ 、 	
 

タンザニアに進出可能なビジネス
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今回タンザニア研修では様々な企業や政府機関にインタビューしてきた。その情報
を元に、タンザニア市場そのもの、また EAC 共通市場を見込んだビジネスとして、タ
ンザニア、そして EAC 各国の経済成長を支えていくインフラの整備、そして低所得者
層、また低所得コミュニティを相手にしたものの二つが考えられる。
（１）インフラ整備ビジネス
タンザニア、EAC 各国の経済成長を見込んだものとしては、これまでインフラ整備、
建設事業がさかんに行われてきた。これは主に日本の ODA による電気関連施設、道路
建設の受注などが多く、商社が入札を行い、大手ゼネコンが実際に建設を行うケース
がよく見られた。ODA 事業の入札を目的に進出した企業としては、三菱商事や住友商
事などがあり、特に三菱商事は、発電施設、水道網の整備事業、道路事業など幅広い
事業で建設権を獲得している。また、私たちが見学させていただいた、JICA の ODA
事業では鴻池組が橋や道路の建設を行っていた。しかし現在、政府の ODA 予算が縮小
されると同時に、中国系企業が入札に参加し、建設権利を得る案件が増えてきている。
ただし、今後経済成長が見込まれるタンザニアでは、その成長を阻害する要因として、
貧弱なインフラ設備が問題となっている。特に現在、建設や修復が求められる設備は
港湾施設、道路、鉄道などの交通設備や発電設備などである。
タンザニア政府もインフラ整備に力を入れており、2011/2012 年の歳出額で最大の
ものがインフラ整備であり、前年度比 84.8%増の 2 兆 9000 億タンザニアシリング、歳
出内訳の 33.3%を占めている。予算は主に道路、鉄道、港湾、情報通信技術分野に配
分されている。一方、発電設備については別の枠組みで予算がとられており、インフ
ラ整備には含まれていない。
タンザニアは地理的に交通の要所でありながら、交通インフラが整っていない。タ
ンザニアの道路は 47%しか舗装されておらず、主要な幹線道路でも片側一車線しかな
いものが多いため、拡張工事が求められている。道路については、ダルエスサラーム
市内も深刻な問題を抱えており、道路が少ないことから、いたるところで渋滞が発生
する。JICA によって、現在バガモヨ道路の拡張工事が行われているのをはじめ、多く
の拡張工事が進められている。また、タンザニアに二本ある鉄道施設は老朽化が進ん
でいる。ザンビアとダルエスサラームを結ぶタザラ（タンザン）鉄道は中国政府の協
力により 1975 年に開通したものの、適切な整備がなされていない。そのため、7 億 7000
万米ドルの修繕費が必要と見積もられており、職員への給与不払いによりストライキ
も頻発している。一方、タンザニアの中央部を通るタンザニア中央鉄道はドイツ植民
地時代に作られたものであり、こちらも老朽化が激しいものの、多くの周辺住民の唯
一の交通手段として重要な役割を担っている。ただし、内陸輸送に使われるほど路線
が整備されておらず、内陸国へのモノの輸送は主にトラックによって行われている。
港湾施設についても、多くの問題を抱えている。最大の港、ダルエスサラームは 11 バ
ースを備えているものの、2018 年にはそのキャパシティを超えると見込まれている。
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また、入り口の狭い湾内にあるために船舶の滞留時間が長く、その待機時間によるロ
スが問題となっている。北部のタンガ港は海底が浅いため、大型の船舶が入港できな
い。タンザニアの港湾は、高い成長率を見せている他の EAC 内陸国にとっても重要な
貿易港となると見込まれるため、港湾施設の拡充が求められている。加えて、ケニア
南部のモンバサでは日本の支援によって急速に港湾設備が整備されている。そのため、
モンバサ港に対抗できる、内陸国の貿易基地としての機能する港湾の建設が、今後の
課題となってくる。ダルエスサラーム港、タンガ港については、近隣に別の港湾施設
を建設する計画が進行中である。
一方、発電施設については発電量の不足、そして非効率的な配電設備が問題となっ
ている。タンザニアでは発電量の不足が重要な課題となっており、ダルエスサラーム
市内ではほぼ毎日停電が発生する。この問題はダルエスサラーム近郊の外資系工場に
深刻な影響を及ぼしている。パナソニックの電池工場では停電対策のために自家発電
機を設置しているが、自家発電のために 1.5 倍のコストがかかる。発電量の不足の問
題については、政府は発電施設の増加によって対処しようとしている。現在のところ、
タンザニアは電力の 73%を水力に依存していることから、今後火力発電にシフトして
いく方針にある。現在、ダルエスサラーム近郊に 4 基の天然ガス火力発電所の建造が
進められている。天然ガスは南部のソンゴソンゴ島のものをパイプラインで輸送して
くる。この４基の火力発電所は、現在住友商事、中国系企業、デンマーク系企業が建
設権を獲得しており、あと１基の建設権が決定していない。住友商事は、この火力発
電所の建設を機に一旦撤退していたタンザニア事務所を再び構えることになった。配
電設備については、JICA の技術協力により、タンザニア電気公社（TANESCO）の職
員の訓練により、効率を向上させようとしている。
このように、インフラ設備が未発達なタンザニアにおいて、経済成長に伴ってその
整備に充てる予算も徐々に増えていくことが見込まれる。特に交通インフラの分野に
おいては、現在の設備では今後の経済成長に支障をきたすと思われることから、今後
もより一層整備に力を入れていくだろう。
（２）低所得者層、低コミュニティ向けビジネス
タンザニアを含め、東アフリカ共同体は現在でも多くの貧困層を抱えている。タン
ザニアの 2007 年の貧困率（食料貧困線以下の人口の割合）は 36%となっている。し
かし、表２に見るように、５分位法の Q1、Q2 の消費割合の合計は 20%弱を占めてい
る。他の EAC 各国の貧困率はブルンジが 67%と最も高く、ケニアは 50%、ルワンダ
は 44.9%、ウガンダ 24.5%となっている。このような貧困層、そして低所得者層を市
場に参加させるために近年注目されてきたのが、BOP ビジネスである。BOP ビジネス
としての位置づけのマーケット戦略として、現在成功しているのがパナソニックの乾
電池販売である。パナソニックは 2003 年に入ってから、単三乾電池の単品販売を始め
ている。単三乾電池のパッケージを一個入りの 10 個つづりのものにし、単三乾電池を
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販売する雑貨店にハサミをプレゼントし、単品販売を強力に推し進めていった。単品
販売だと、購入時の単価が安く、その分貧困層、また低所得者層も手を出すようにな
る。彼らは一日に必要な生活費ぎりぎりの収入しか得られないため、短期間のうちに
大量に使わないものの買いだめに対しては消極的なのである。その結果、2000 年には
1000 万個だった販売数を 2010 年には 5000 万個まで増加した。このように、BOP ビ
ジネスを成功させるためには、貧困層のみをターゲットにするのではなく、低所得者
層も含めて、彼らの消費行動を見込んだマーケット戦略が必要となってくる。
図表４：５分位法による消費支出の割合	
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出所：ジェトロ-BOP ビジネス潜在ニーズ報告書
	
  また、今後行うビジネスに関しても、低所得者層、低所得コミュニティをターゲッ
トにした戦略が重要となってくる。タンザニアで売れ行きの良かった日本製品の代表
格が、中古自動車である。新車を買うような経済力が無い国民が多い中で、比較的安
く、壊れにくい日本製の中古の自動車が爆発的に売れた。現在、タンザニアで走って
いる車のうち、90%以上が日本車だといわれている。中古車販売は低所得者層をターゲ
ットにしたものではなかったが、客層の経済力を判断すれば合理的なビジネスだとい
える。また、積水化学が現在タンザニアで行っている事業として、ジェトロファオイ
ルの開発がある。ジェトロファは別名ナンヨウアブラギリと呼ばれ、圧縮するだけで
その抽出液を灯油として、精製すれば重油、軽油として使えるようになる。現在は試
験農場の試作段階であるが、ターゲットは地方の小規模なコミュニティと定めている。
現在、天然ガスによって都市部の発電量を増やす計画があるが、天然ガス発電のコス
トは高いため、地方のビレッジにとってはより安価な燃料が必要となってくる。その
代替品として、生産コストの低いジェトロファのバイオディーゼルを提供していくの
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が、今後の計画である。
	
  低所得者層向けの製品として、鍵となるのは製品の質と価格のバランスである。日
本製製品はその高品質によって人気である場合が多いが、その分価格も高額となって
くる。今後、低所得者向けに販売するのであれば、品質を下げてその分、価格も下げ
ることが課題となってくる。品質が多少下がっても、現地の人にとっては十分高品質
な場合も多い。実際、現在パナソニックで LED ランタンを販売しているが、高額で電
気の無い世帯にとって賄えるものではない。今後は LED の品質を落としたり、減らし
たりしながら価格を下げていく。光が多少弱くなっても、電気の無い世帯にとっては
電気を生活に取り込むだけでも大きな変化であるため、価格の低下が最重要課題とな
ってくる。
（３）ビジネス活動の問題点
	
  タンザニアでビジネスを行う際に問題となるのは、流通システムの問題である。先
述したようにタンザニアの交通インフラは現在改善されつつあるものの、未熟なもの
が多い。また何よりも問題なのは、住所システムが完成されていない点である。現在、
パナソニックは製品の 90%を小型の雑貨店で販売しているが、流通は各州のディーラ
ーに任せている。しかし、ディーラーから小型雑貨店への配送は、商品を配送するト
ラック運転手の記憶と噂に頼っている状態である。ダルエスサラーム市内でも道路名
までは分かっていても、細かい番地などのアドレスは無い住所が多い。このような状
況であるため、販売者の側も細かい販売状況は分からないことが多く、非効率的な流
通体制に頼るしかない。
５ 、 	
 

総括

	
  EAC、そしてタンザニアの市場について見てきたが、経済成長著しいものの、市場
参入には多くのリスクが伴うことは明らかである。しかし、これまで懸念されてきた
独裁政権や民族対立、紛争が減りつつあるのは確かである。先進国が不況に陥る中で、
アフリカに新たな市場を求める企業も増えている。特に韓国や中国の企業のアフリカ
進出はめざましいものがある。日本企業も、日本が超高齢化社会に移行し、先進国が
不況に陥る中、新たな市場を開拓していく必要がある。その新市場として、リスクが
大きくてもアフリカは魅力的なものとなるだろう。EAC だけでも人口規模で言えば日
本と変わらない。
	
  そして、アフリカは現在急速に成長していることも忘れてはならない。特に今世紀
に入ってからは、携帯電話、インターネットなどの情報通信技術が経済成長を加速さ
せている。携帯電話による送金サービスなど、先進国でもいまだに導入されていない
デジタルシステムが、アナログシステムが絶望的に発達していないアフリカだからこ
そ普及する場合もある。今のところは成長中であるから、独占できる分野も少なから
ずあるだろうが、アフリカが魅力的になるにつれ、進出企業は加速的に増えていくで
あろう。アフリカは最後のフロンティアと呼ばれている。日本企業がアフリカ進出を
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今見逃せば、もう地球上に新しく開拓する市場は無くなってしまうことを再認識しつ
つ、アフリカ進出を検討すべきである。
６ 、 	
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タンザニアにおける女子教育阻害の要因
上まどか
1．序論
	
  2012 年 10 月 9 日、パキスタンで女子教育の権利を訴える活動を行っていた 15 歳の女
の子マララ・ユスフザイさんが武装勢力によって頭に銃撃を受け、重傷を負った。彼女の
父親は脅迫を受けながらも女学校を運営しており、彼女自身も 11 歳のときから女子教育の
必要性や平和を訴える活動を行ってきた。病院搬送後も武装勢力による脅迫の声明があり
家族とともに命を狙われているが、現在、彼女は順調に回復し、イギリスの女子高に編入
して元気に学校に通っている。
この事件が象徴しているように、女子教育の重要性と少女の教育を受ける権利はその問
題の渦中にある女子自身からも主張されている。2000 年に採択されたミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals 以下 MDGｓ）の中でも、「ジェンダーの平等の推進と
女性の地位向上」を掲げ、2015 年までの初等・中等教育における男女間格差の解消を目指
している。しかしながら、現在世界では 7700 万人の子供が初等教育を受けることができて
おらず、その 57％が女子であるといわれている。（Free the Children）また、成人非識字
者の 3 分の 2 が女性であり、国別に考えると、女性の識字率が低い国は南アジアとサハラ
以南のアフリカの国々に集中している。
タンザニアにおいては、初等教育の就学率は都市部では 95％であり、男女間格差も少な
い。しかしながら、中等教育への就学率においては改善が見られるもののいまだに男女間
格差が見られる。それではなぜ、初等教育では是正されつつある男女間格差が中等教育で
は存在するのだろうか。本稿では、タンザニアの初等教育から前期中等教育への進学およ
び前期中等教育（O-level）から後期中等教育（A-level）への進学において見られる男女間
の格差に焦点を当て、その性格差を生む要因とその解決に向けたアプローチについて検討
したい。
まず、第 2 章ではタンザニアの教育における性格差の状況についてまとめる。次に、第 3
章では、2 月 20 日から 3 月 7 日にかけて行われたタンザニア研修中の各訪問機関での聞き
取りおよびダルエスサラーム大学での学生会議のディスカッションをもとにして、教育に
おける女子教育を阻害する要因とその解決に向けたアプローチについて検討する。

2．タンザニアの教育における性格差とその要因
2.1．教育政策
	
  タンザニアの教育制度では、就学前教育 2 年、初等教育 7 年、前期中等教育（Ordinary level）
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4 年、後期中等教育（Advanced level）2 年、高等教育 3 年となっている。義務教育は初等
教育の 7 年間である。
タンザニアは包括的な教育セクタープログラムとして、2001 年に「教育セクター開発計
画（Education Sector Development Programme：ESDP）」を策定した。これはセクター
を包括的にとらえ、教育分野での基礎的政策とサブセクターごとの開発目標および戦略を
記しているが、詳細な開発計画を伴っていない。そのため、サブセクタープログラムとし
て「初等教育開発計画（Primary Education Development Programme：PEDP）」、「中等
教育開発計画（Secondary Education Development Programme：SEDP）」が策定された。
それに加えて、それぞれの開発計画に統合する形で国家戦略が策定される。
ジェンダーに関する国家戦略は、コミュニティ開発・ジェンダー・児童省（Ministry of
Community Development Gender and Children：MCDGC）が策定している。MCDGC
の教育分野における国家戦略は以下のとおりである。
Objective
Having in place a

Strategies
a

mechanism to

facilities in primary, secondary, high learning

guaranteed equal
opportunities, for

Expansion of education infrastructure and
institutions.

b

boys and girls in

Sensitize and motivate community members to
participate in constructing and renovating schools

education

for more girls and women to enroll in science
subjects.
c

Introduce gender basic course for teachers.

d

Ensure adequate and availability of gender
sensitive teaching and learning materials.

e

Increased enrollment rate and retention for girls
in the institutions of higher learning.

2.2．教育における性格差
中等教育の就学率の上昇にともなって、中等教育の就学における男女間格差は 2010 年ま
でに改善された。しかしながら、依然として若干の男女間格差が見られる。（グラフ 1、表
1 参照）FormⅠ（中等教育 1 年生）への就学者数は男女ともに上昇傾向にあるが、男女間
格差はあまり改善されていない。2006 年には 5.1％であった就学者数の差が 2010 年には
9.4％になった
グラフ 1	
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表 1	
  Flow and Survival Rates (%)
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

StdⅠ-StdⅦ

Proportion Rate

92.4

92.1

92.1

93.9

93.8

Average

Repetition Rate

4.4

4.9

4.9

2.5

2.8

Dropout Rate

3.2

3.1

3.1

3.7

2.6
Ave 69.3

Survival Rate to Standard Ⅶ (%)

m = 66.6
f = 72.1

出典：Basic Education Statistics in Tanzania 2006-2010
表 2	
 

Enrolment in Governmental and Non-Governmental Secondary Schools by Sex

and Grade
2006

2007

2008

2009

2010

Sex

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Form

126650

116709

235539

212909

252116

186785

290696

234088

240017

198810

52.0

47.9

52.5

47.4

57.4

42.5

55.3

44.6

54.7

45.3

Ⅰ
Total
Rate(％)

出典：Basic Education Statistics in Tanzania 2006-2010	
 
FormⅤ（後期中等教育 5 年生）への就学者数は増加傾向にあるが男女間格差に変化はな
く、むしろ 2010 年には広がっている。FormⅤへの就学者数における男女間格差は 2006
年から 2009 年までは約 17％であったが、2010 年にはが 21％に広がった。
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表 3	
 

Enrolment in Governmental and Non-Governmental Secondary Schools by Sex

and Grade
2006

2007

2008

2009

2010

Sex

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Form Ⅴ

16288

11492

19778

13310

21949

15867

25182

17870

23056

15278

58.6

41.3

59.8

40.2

58.0

41.9

58.4

41.5

60.1

39.8

Total
Rate(％)

出典：Basic Education Statistics in Tanzania 2006-2010
2.3 男女間格差の要因
	
  以上のような前期中等教育および後期中等教育への就学に見られる男女間格差の要因と
して以下のように３つに分けて考えられる。
１）初等教育および中等教育における中退
各教育課程で一度中退して再び学校に復帰する可能性は低い。そのため、ひとつ上の教
育課程に上がる前に中退してしまうことが要因のひとつだと考えられる。特に女子の中退
の理由として挙げられるのは早婚と妊娠である。タンザニアの法律では 18 歳から正式に結
婚が認められているが、それよりも若い年齢で結婚するケースが多くある。例えば、マサ
イ族の少女は 12 歳で結婚しなくてはならない。民族の慣習によっては生まれる前に婚約者
が決められ、法律で定められた年齢になる前に結婚するということもある。また、早婚や
男子との交際によって在学中に妊娠してしまい、学校を中退するケースも多い。例えば初
等教育では StandardⅤから中退の理由として妊娠が占める割合が増加し、中等教育では中
退の理由として 1 番多く挙げられる無断欠席に次いで妊娠が挙げられている。
（表 4,5 参照）
妊娠の相手は夫や交際している男子だけではなく、“sugar daddy”という金銭的援助と引
き換えに若い女の子に肉体関係を要求する年上の男性の存在も挙げられる。
表4

Dropout by Reason in Secondary Schools 2006-2010

Reason

2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

Truancy

9600

68.8

6016

33.2

33120

68.7

11264

36.2

Pregnancy

904

6.5

3965

21.9

4965

10.3

6345

20.4

Death

5

0.0

1254

6.9

664

1.4

2030

6.5

Illness

156

1.1

1124

6.2

500

1.0

1682

5.4

Parents/Guardians

15

0.1

469

2.6

291

0.6

373

1.2

Lack of School Needs

727

5.2

2348

12.9

4414

9.2

4344

13.9

Others

2554

18.3

2956

16.3

4263

8.8

5103

16.4

Illness

出典：Basic Education Statistics in Tanzania 2006-2010
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表 5	
  Pupils Dropout by Reason and Grade in Government and Non-Government
Primary Schools, 2010
Reasons

Grade

Grand

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Total

Truancy

3502

6050

7174

9866

7882

10168

8002

52644

Pregnancy

0

1

6

41

230

674

816

1768

Death

354

434

495

513

367

354

312

2829

Unable to meet

254

375

538

549

468

557

412

3153

Illness

67

106

165

225

302

318

270

1453

Taking care of

16

41

87

48

103

229

91

615

473

599

940

929

1023

1163

949

6076

basic need

ill people
Others

出典：Basic Education Statistics in Tanzania 2006-2010
２）伝統的価値観
タンザニアの特に農村地域では、女子は学業よりも家で兄妹の面倒を見たり家事をした
りしなければならないという認識が強く、女子は男子よりも家庭に関する役割が多い。そ
のため女子は男子に比べて家庭で勉強する時間や学校へ行く時間が少なく、学校の勉強に
追いつくことができなくなる。また、タンザニアでは女性は結婚すると元の自分の家族か
らは切り離されて夫の家に入るという認識がある。そのため親は結婚後も自分の家族とし
て一緒に暮らし続ける息子に比べて、のちに自分の元からいなくなり別の家に入る娘は教
育を受けさせてもその還元が少ないと考える。その結果として、親は教育を受けさせる際
に娘よりも息子を優先する傾向が強い。さらに、このようなジェンダー平等が達成されて
いない社会状況から女子自身が自分は男子と同等ではないと考え、コンプレックスを感じ
ているケースもある。そのコンプレックスが女子自身から教育を受ける意志やさらに上の
教育課程に進む意志を手放してしまうことにつながっている。このように伝統的な価値観
は社会における女子の扱いと認識に密接に関係しており、女子教育を阻害する一因となっ
ている。
３）教育環境
	
  教育環境における要因として、まず教育の質の低下が挙げられる。タンザニアでは 2001
年に初等教育が無償化され、生徒数が大幅に増加した。この増加にともなって政府は学校
と教員の数を増やしたが追いついていないのが現状である。そのため、1 人の教員に対して
生徒が 100 人で行われる授業や教科書などの物資の不足など教育の質が悪化している。こ
の教育の質の低下によって女子を含めた社会的弱者がより良い教育にアクセスできず、競
争に負けてしまう可能性がある。
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  また、通学中の性犯罪の危険性や教師によるハラスメントも挙げられる。タンザニアで
は学校が遠くにあることが多く、生徒は長い距離を通学しなければならない。特に少女は
その通学路で性犯罪に巻き込まれる危険性が高い。学校では、教師が成績を出したり試験
に合格させたりするのと引き換えに女子生徒に性的行為を要求するセクシュアルハラスメ
ントが行われることがある。また、伝統的価値観として男尊女卑的な価値観が広がってい
る地域では、セクシュアルハラスメントだけでなくパワーハラスメントなども同様に起こ
りうる。このような性犯罪や教師によるハラスメントは女子を学校から遠ざける要因のひ
とつである。

３．解決に向けたアプローチ
	
  以上の要因の解決策として以下のようなものが考えられる。
１）法律の強化とその周知
	
  早婚およびハラスメント、児童への性犯罪に対する罰則の強化が重要である。厳罰化し、
それが周知されることで犯罪の抑止力が働くと考えられる。特に農村地域では慣習に基づ
いて問題解決がはかられる傾向があるため、法律と罰則の周知は重要である。特に農村部
で最も普及しているラジオでの広報活動が有効であると考える。
２）インフラ整備
	
  ここでは挙げるインフラとは特に交通網と通信についてである。自宅から学校までの通
学路が長距離である場合、夕方以降の徒歩での通学は犯罪に巻き込まれる可能性があり危
険である。そのため、スクールバスなどの交通手段を増やすことや街灯などの設置が必要
である。また１）でも言及したが、政府がいかに法律を整備したり厳罰化したりしたとし
ても、それを知らなければ意味がない。そのため、特に都市部と比べ男女間格差が見られ
る農村部での広報活動のため、ラジオのさらなる普及やその他の通信機器の普及が重要で
ある。
３）教育カリキュラムの改善
教育カリキュラムの改善としては、ジェンダーフリー教育の導入、リプロダクティブヘ
ルス教育・倫理教育のさらなる推進の 2 点が挙げられる。
ジェンダーフリー教育とは性別による役割分担などの性別に基づく区別を否定し、ジェ
ンダーバイアスを取り除くことを目的とした教育である。さらにこのジェンダーフリー教
育に加えて女子の自尊心を育てるような活動を行うことで、女子自身のジェンダーバイア
スを取り除くことにつながる。具体的な活動としては、ジェンダークラブの設置や演劇を
通して自己表現を行うドラマクラブ、教員などによるカウンセリングなどが挙げられる。
このような取り組みを通して子供に啓発を行うことで、その子供と接する親や、コミュニ
ティの人々にも身の回りを取り巻くジェンダー問題を意識させ、男女は平等であるという
考えを広めることができ、家庭やコミュニティにおけるジェンダー平等の実現につなげる
ことができるだろう。
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  また、初等教育においてリプロダクティブヘルス教育及び倫理教育を強化することで、
早期妊娠の危険性や法律遵守の重要性などをより幼いうちに認識することができる。これ
によって早婚や初等教育や中等教育中の妊娠を防ぐことができ、結果として女子の中退を
減らすことができだろう。
４）農村部女性へのエンパワーメント
	
  教育を受けさせる主体として、親へのエンパワーメントが挙げられる。農村部は深刻な
貧困が存在し、それが教育へのアクセスを妨げている。教育を受けさせる金銭的余裕がな
いため、女子特に都市に比べてジェンダーに関する認識があまりなく、伝統的な価値観に
基づいてステレオタイプ的な考え方が多い地域であるからこそ、より女性へのエンパワー
メントが必要とされている。職を持ち収入を得られるように女性を支援することによって、
家庭や地域社会における女性の立場の向上をはかることができる。また、家庭の収入が増
えることで子供の教育に使える金額を増やすことができる。これは直接的な女子へのエン
パワーメントではないが、地域社会や家庭の女性に対する認識の変化および金銭的負担の
減少は間接的に女子教育の普及につながるだろう。

４．総括
	
  本稿では、タンザニアの初等教育から前期中等教育への進学および前期中等教育から後
期中等教育への進学において見られる男女間の格差の要因とその解決のためのアプローチ
について検討した。タンザニアにおける女子教育阻害の要因として、妊娠や早婚による中
退・男尊女卑および結婚をめぐる女性の伝統的立場などの伝統的価値観・女子自身のコン
プレックス・教育の質の低下・性犯罪やハラスメントが挙げられた。そして解決のアプロ
ーチとしては法律の強化とその周知・交通網および通信網の整備・教育カリキュラムの改
善・女性へのエンパワーメントが挙げられた。この解決のためのアプローチは主に政府を
主体として考えた。なぜなら、教育とは基本的には国家によって提供されるべきものだと
考えるからである。現在、日本の国際協力機構（JICA）を含め、多くの国、機関による教
育への援助がなされており、女子教育のための支援も数多くある。しかし、それはいずれ
なくなるべきであり、なくすためにも政府が主体となって教育上の問題に対して今まで以
上に取り組んでいく必要がある。教育は国家の将来を決めるものである。その教育のあり
方、そして教育現場においては、女性だけでなく障害者や孤児なども含めてすべての人に
対して平等であってほしいと切に思う。ただ、学生であるわたしたち自身がどのようにし
てジェンダーバイアスを克服し、他者にそれを伝えていくかという視点での議論が欠けて
いたことは反省すべき点でもあるので、次回への課題としたい。
ジェンダー問題は女性だけでなく性的マイノリティーである LGBT を含めた大きな性に
関する問題として世界的に扱われている。しかしながら、日本も含めて多くの国でいまだ
に女性や LGBT の立場が低い国が多い。本稿では女子に焦点を当て、教育における問題に
ついて論じたが、今後はより広い意味でのジェンダー問題について考えていきたいと思う。
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また、本稿は 3 月 1 日から 3 日にかけて行われたダルエスサラーム大学の学生との学生
会議における議論が主な下地となっている。教育班として一緒に議論した日本・タンザニ
ア・ルワンダのメンバーに感謝を申し上げたい。
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