
．目覚めるアフリカ

暗黒大陸、無文字社会と揶揄されたアフリカ大陸を世界各国が俄に注視するようになって

久しい。欧州列強諸国はその昔、アフリカ大陸に足場を築いたが、その動機は些か不純だっ

た。その極めつけは奴隷貿易。植民地経営を貫徹することでアフリカ全体を支配下に置い

た。

確かに、鉄道などのインフラストラクチャー（社会的基盤）を整備するといったいわば社

会的に貢献した面は否定できないものの、それは植民地経営国側の都合が先行していた。す

なわち、植民地と本国を結びつけることのみにしかインフラ建設の動機付けがなかった。そ

の結果、アフリカのインフラは貿易に主眼が置かれ、アフリカ地域間を有機的に結び付けて

いない。しかも、欧州列強諸国はアフリカ大陸に恣意的な国境線を引いた。植民地経営の負

の産物である。

アフリカ諸国間では貿易補完性に乏しいとはいえ、結果としてアフリカ諸国間を繋ぐイン

フラは今もって未整備となっている。生産地と港とを直結するだけである。アフリカ諸国の

貿易相手国を概観すれば一目瞭然だが、アフリカ以外との貿易が主流である。アフリカ間の

貿易は全体の ％に過ぎない ）。これはアフリカ各国の積出港と外国を結ぶインフラし

か存在しないからだ。と同時に、これはアフリカ諸国に進出した外資系企業が今後、アフリ

カ事業を面状に広げられないことを示唆する。進出国と本国とを結ぶだけではダイナミック

な経済効果が見込めない。

悲願の政治的独立を達成したのが 年。今から 年前。その年はアフリカ独立の年と命

名された。しかし、経済的自立を果たせない状況が長年続く。それどころか、政治的な主導
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権争いに端を発する内戦に突入する国が続出した。アフリカ民族主義を社会主義へと強引に

引き寄せたのが旧ソ連。モスクワはアンゴラやモザンビークの内戦に関与することで南アフ

リカ包囲網を構築しようとする。他方、ワシントンは反政府勢力に肩入れ。アフリカ大陸は

米ソ代理戦争の主戦場と化した。

ところが、旧ソ連が空中分解するやいなや、アフリカの内戦は急速に収束へと向かう。南

アフリカでは黒人政権が誕生し、悪名高きアパルトヘイト（人種隔離政策）廃止の気運が高

まった。併せて、国際社会に名実共に復帰した。アフリカの成長は旧ソ連崩壊に伴う内戦の

終結とエネルギー資源の輸出が起爆剤となっている。

旺盛なエネルギー資源や商品作物の需要で輸出が急増したことを背景として、アフリカ経

済の成長は漸く軌道に乗る。今やアフリカの人口規模は 億人。ボトム・オブ・ピラミッド

（ ）と呼ばれる年間 ドル以下で生活する層は厚いものの、国内総生産（ ）は

兆 億ドルを記録。日本 の 分の の水準に改善した ）。エネルギー資源の産地

としてのアフリカは消費国にとって魅力的だが、同時に市場としても存在感を増すように

なってきた。

ここに花を添えたのがサッカー・ワールドカップ（ 杯）。アフリカ大陸で初の 杯が虹

の国・南アフリカで開催された。 日本経済新聞 （ 年 月 日号）は 杯で照らす

アフリカの希望と不安 と題する社説を掲載して、アフリカ経済の急成長と問題点にスポッ

トを照射している。

それによると、 年期の年平均実質成長率はアフリカ カ国全体で ％。 年

のそれも ％以上を見込めるという（アフリカの経済成長率は 年 ％増、 年 ％

増と推移すると予測されている、なお、国際通貨基金［ ］は 年のサブサハラ地域

成長率を ％と見通している）。国民 人当たり も 年に ドルにまで上昇

し、インド、ベトナム並みとなった。この原因について、政府開発援助（ ）流入額を

凌ぐ外国企業によるアフリカ投資だと社説は分析する。

更に、外国投資が資源エネルギー部門だけではなく製造業やサービス業にも向かっている

ことにも着目する。つまり、アフリカが生産拠点、市場の性格を持ち合わせるようになった

と社説は評価しているのである。例えば、アフリカ全体の携帯電話加入台数は 年末現在で

億 万台になったという。産業構造の多角化は新たな雇用を拡大していく。

もちろん、懸念材料も散見される。社説は日本の政府や企業に期待を抱きながらも、不安

材料にも触れている。第一に、中国企業の進出と安価な中国製品ラッシュ。中国企業は本国

労働者をアフリカに派遣する。これはアフリカ現地の雇用を創出しない。中国製品がアフリ

カ市場で溢れると、アフリカ現地企業が苦境に追い込まれる。第二に、アフリカの市場経済

が今もって未熟な点だ。汚職、不正、搾取、暴力など挙げれば枚挙に暇がない。

アフリカ大陸には世界原油埋蔵の ％、南アフリカには世界金埋蔵の ％が眠っている。

アフリカ産エネルギー資源の大口需要地域はアジア。この旺盛な需要を満たすべく、中国は

果敢にもアフリカに投資するようになった。 年以来、中国・アフリカ間貿易は 倍に膨れ

上がっている。中国経済発展の一翼をアフリカが担っている現実が浮かび上がる。
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とは言え、資本逃避も顕著。 年代以降、累計で 億ドルもの資本がアフリカから逃げ

出している。資本が蓄積されないと投資に踏み切れない。かつてのロシアが教える教訓だ。

それに、アフリカでは今もって国家のアイデンティティーが形成、確立されていない。国境

と関係のない部族社会が主流となっている。

．アフリカ産油国に群がる世界の石油企業

世界の原油供給基地は中東地域。第 の中東と期待されるのがカスピ海海底。それではア

フリカは油田地帯として魅力はないのか。確かに、アフリカの産油国は分散して存在する。

北アフリカ、地中海沿岸ではリビアとアルジェリアが有力産油国。

西アフリカの大西洋沿岸地域にも有望な産油地帯が広がる。中でもナイジェリアはサブ・

サハラアフリカ（サハラ砂漠以南アフリカ）に埋蔵される原油の ％を占有する。また、ナ

イジェリアにはサブ・サハラ地域に眠る天然ガス埋蔵量の ％が集中する。アフリカ屈指の

原油・天然ガス埋蔵国だ。

米国の原油輸入国第 位はサウジアラビアであった。ところが、 年末にサウジアラビア

を押しのけてナイジェリアがのし上がってきた ）。 年を迎えると、米国のアフリカ産原

油依存度は ％に跳ね上がるという ）。日本にとって遠い存在のアフリカだが、欧米諸国は

大西洋でアフリカ沿岸部と結ばれる。心理的にも距離的にも遠い地域ではない。埋蔵量を念

頭に置かなければ、中東世界よりも近い存在だ。

論より証拠。赤道ギニアは北米へ液化天然ガス（ ）を輸出する。また、アンゴラで

も 生産プロジェクトが立ち上がっており、ここには米系企業ベクテルが参入してい

る。西アフリカが米国のエネルギー安全保障を支える構図となっている。

ナイジェリアの産油量は現在、日量 万バレル。このうち、 分の が深海油田から産

出される。もちろん、油田開発には欧米系石油メジャーが参入している。ナイジェリア深海

油田から算出される原油の品質は軽質油で高品質だとされる ）。

ナイジェリアの石油産業を一手に牛耳る企業がナイジェリア国営石油公社（ ）。

はナイジェリア政府歳入の ％を賄う上、同国輸出収入の ％を稼ぐ。ずば抜けた

国営石油企業だ。

しかしながら、企業経営という面では御世辞にも褒められない。その杜撰な経営や劣悪な

効率についてナイジェリア議会から報告書が提出されているほどだ。石油収入で潤うはずに

）米国の原油輸入先ランキングは 年と 年を比較した場合、次のように輸入国が変化している。すな
わち、 年の第 位はサウジアラビア、第 位カナダ、第 位メキシコ、第 位ベネズエラ、第 位ナ
イジェリア、 年の場合は第 位カナダ、第 位メキシコ、第 位サウジアラビア、第 位ベネズエラ、
第 位ナイジェリア（ ）。北米のカナダとメキシコの輸入比率が上昇して
いることがわかる。と同時に、サウジアラビアの比率が低下している。カナダでオイルサンド（重質油を
含む砂の層、その埋蔵量は 億バレル）の開発が進めば、カナダから米国への原油輸出量は更に増える
可能性もある。なお、本文中では 年末にナイジェリアがサウジアラビアに食い込んできていることを明
記した。
）
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もかかわらず、 年には資金繰りが悪化し、外国から 億 万ドルを借り入れる有様。ナ

イジェリアの場合、石油産業部門の改革とは の企業改革、すなわち民営化を指す ）。そ

れが停滞していることはナイジェリアの市場経済改革が失敗であることを十二分に物語って

いる。

確かにナイジェリア政府は最大規模の国営企業民営化に取り組みつつある。発電事業では

億ドル規模の民営化に達するとされる ）。一連の民営化案件にはカナダ、トルコ、サウ

ジアラビア、インド、中国が参入すると期待されている。それでも、オイルマネーはナイ

ジェリア国民全体には行き渡っていない。その不満が鬱積して、陸上油田が幾度となく攻撃

されてきた経緯がある。

年期に国民 人当たり がどの程度増大したのかを国際比較すれば、ナイ

ジェリアの遅々たる状況が一層明らかになる。この時期にブラジルのそれが 倍、マレーシ

アのそれも 倍拡大したにもかかわらず、ナイジェリアでは僅か 倍程度しか国民 人当た

り が伸びなかった（ナイジェリアの人口は 億 万人）。ナイジェリア当局による

経済政策が如何に未熟であるかを如実に示している。一言で表現すると、ナイジェリアでは

正常な政治が機能していないのである ）。

ナイジェリアの産油量増大が停滞している一方で、アンゴラは着実に原油生産量を伸ばし

ている。アンゴラではオフショア油田（海底油田）の開発が主流。外国資本を積極的に導入

することで石油産業界を活性化させてきた。一昔前までは欧米系の石油企業がアンゴラのオ

フショア油田開発に巨額の資金を投下していたが、ここにきて中国資本が食い込んできた。

例えば、中国海洋石油（ ）は米系石油企業のマラソン・オイルが保有していた油田

鉱区・ブロック の権益 ％を 億ドルで買収している。

その結果、中国がアンゴラから輸入する原油が大幅に増え、 年 月には 万トンに

達した。しかも、中国の原油調達国首位に躍り出ている。サウジアラビアが第 位、イラン

が第 位というランキングとなった。旺盛な中国の石油需要をアンゴラ産の原油が満たして

いる構図が浮き彫りとなっている。

ただ、懸念材料はメキシコ湾で勃発した原油の大量流出のような大規模事故。国際石油業

界の先頭に立つ英系石油企業 は海底油田から噴出した原油を制止できなくなり、苦境に

立たされたことは記憶に新しい。 倒産の噂さえ流布した。この事故を切っ掛けに海底油

田、殊に深海油田の開発が世界的に遅れることも予想される。

アフリカの主要産油国に浮上しているのはアンゴラだけではない。 年に油田が発見さ

れたガーナだが、漸くアフリカの産油国に仲間入りを果たすことになった。ガーナの主要国

際商品といえば、ココアと金。原油商業生産の本格始動がガーナ経済に寄与することは間違

いがない。

ガーナ国営石油公社（ ）がガーナの石油産業に君臨するけれども、外資系石油企業

による投資がガーナの石油産業に役立っている。 年には原油埋蔵量 億バレルとされる

ジュビリー油田が発見されたことを契機に、ガーナの石油産業が活況を呈するようになっ
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た。 年末には日量 万バレルの産油量が見込まれている。 バレル ドルとしても、

ガーナには年間 億ドルに及ぶオイルマネーが流入する計算となる。

ガーナは政治経済改革が成功した稀有なアフリカ国家。それでも、原材料を輸出し、加工

品を輸入する構造に変化はない。今後はナイジェリアの道を辿るのか、それともノルウェー

型の発展を実現できるのか。期待されるガーナ経済ではあるが、ある意味で岐路に立っている。

加えてチャド。南部に油田が集中するチャドでは米系国際石油資本（メジャー）のエクソ

ンモービルがオペレーター（責任企業）を務めるコンソーシアム（企業連合）が油田開発を

推進している。エクソンモービルはこのコンソーシアムに ％を出資する。ここにはマレーシア

の石油最大手ペトロナスも ％、米系メジャーのシェブロンも ％をそれぞれ出資している。

外資 ％のコンソーシアムがチャドの石油産業を牽引するが、石油開発利益の ％は

チャド政府に流入する仕組みになっている。それでも、産油量を日量 万バレルに設定した

際のロイヤルティーは ％。輸送コスト以下の水準である。因みに、ナイジェリアのロイ

ヤルティーは ％でチャドのそれと比較にならない高水準だ。

但し、チャドの産油量は 年のピーク時、すなわち日量 万 バレルから年率 ％で減

少に向かっている。しかも、重質油。品質的には良くない。更に加えて、チャドは内陸国な

ので、原油を輸出するにはパイプラインで隣国のカメルーン経由で運び出さねばならない。

その石油パイプラインも既述のコンソーシアムが建設した。 年に完成した、チャドのコマ

とカメルーンのクリビ間に敷設された石油パイプラインの送油能力は日量 万 バレル、

億ドルが費やされた。カメルーン政府が ％、チャド政府が ％の権益を保有する。残余

は外資のコンソーシアムが持つ。

年期の産油量は 億 万バレルと予測されている。また、今後 年間の石油事

業収入は 億ドルと試算されている。このうち、チャド政府には ％に相当する 億ドル、

カメルーン政府にも ％の 億 万ドルが流れ込む ）。

．希少資源の宝庫アフリカ

軍事クーデターが発生したニジェール。 年 月 日午後のことである。独裁政治に対

する軍部からの警告だった。タンジャ大統領は人口 万人の頂点に君臨していた。幸いに

も流血の事態には至らなかった。

タンジャ独裁を懸念した国際社会はニジェール援助を凍結していた。途方に暮れたタン

ジャに援助の手を差し伸べたのが北京。間隙を突いて、中国系企業がニジェール進出を果た

した。中国石油天然ガス（ ）はアガデム油田開発にニジェール年間輸出総額の 分の

に匹敵する 億ドルの投資を表明。ニジェール初の油田開発に着手した。 は総額で

億ドルを投資する構えでいる。また、 年には中国系企業が製油所建設を開始している ）。

ニジェールはウラン産出国として世界的に著名な国家。ニジェールの輸出収入はウラン輸

）
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出が半分以上を占有する。ウラン鉱山開発を手掛けてきたのが、かつてニジェールを植民地

支配したフランスの原子力最大手アレバ。 年にウラン鉱山を取得してから、開発に邁進

してきた。アレバは現在もなお、新たなウラン鉱山開発に踏み切り、 億ユーロを投下する

計画だ。 年に生産が始まる。実現すれば、年間 トンのウランが生産される。ニ

ジェールにおけるアレバのウラン生産量は一気に倍増する。同時に、ニジェールが世界第

位のウラン生産国に躍り出る。

アフリカではナミビアもウラン産出国として屈指の存在。世界ウラン埋蔵量の ％がナミ

ビアで眠っている。このナミビアにもアレバが進出している。 年からウラン生産が開始

される予定だ。アレバは世界最大のウラン生産企業でもある。 年には トンのウランを

生産した。 年の数値目標は世界市場占有率 ％。伊藤忠商事がウラン鉱山の親会社に

％を出資しているけれども、アレバは依然として日米勢のライバルだ。

長期間に亘る内戦で疲弊した経済を再建させるべく、 からの指導、援助を得て、モ

ザンビーク当局が復興に取り組んだのが 年。その努力が奏功して年率平均 ％の成長を達

成するようになった。金融危機の煽りを受けたものの、 年の経済成長率は ％から

％に回復すると見通されている。しかも、インフレ率は年平均で ％と安定。都市部へ

の人口集中という副作用が懸念されるが、安定的な成長を遂げている。

もちろん、アフリカ大陸が対外援助に依存する構造には些かの変化もない。特に、ルワン

ダ、マラウイ、マダガスカル、モザンビーク、リベリア、ギニア・ビサウ、シエラレオネと

いったサブサハラ地域最貧国の政府歳出に対する対外援助依存度は突出して高い。モザン

ビークではその援助は主として義務教育を充実することに向かっている。それでも、教育の

質が低下していると警鐘を鳴らす声もある。モザンビークは現在もなお、 の監視下に

ある ）。

しかしながら、モザンビークの発展が対外援助のみに支えられるものではない。外資系企

業による投資も成長のエンジンとしての役割を果たすようになった。巨大プロジェクト（メ

ガプロジェクト）がモザンビーク経済を底上げしている。未整備な状態にあるインフラにも

資金が流入。国の南北を結ぶインフラ整備が急務だとされる。首都マプートでは建設ラッ

シュに沸く。

世界屈指の資源メジャー、英豪系の ビリトンもモザンビークへの投資に踏み切っ

た。モザンビークに流入した外国直接投資（ ）は 年の 億 万ドルから 年には

億 万ドルに急増している。大半がガス、チタン、森林、石炭といった分野に流れている。

ブラジルの鉄鉱石世界最大手ヴァーレとオーストラリアの鉱山大手リバースデール（イン

ドのタタ鉄鋼が ％、ブラジルの が ％をそれぞれ出資）とが石炭開発に乗り出し

た。鉄鋼業と発電向けの石炭開発を手掛けている。 年末から石炭を輸出する計画だ。標

的市場はインドの火力発電所と中国の鉄鋼関連企業である。モザンビークの石炭は地下

メートルという浅い場所に埋蔵されるため、採掘が容易。しかも、高品質な石炭を産出する

ので、生産コスト、輸出価格、品質の面で国際競争力を備える ）。
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世紀のアフリカ資源争奪戦（中津）

両社は炭鉱開発だけでなく、ベイラ・ナカラ間の輸送、港湾施設整備も包括する。併せ

て、石炭火力発電所も建設対象となっている。電力不足に苦悶する隣国南アフリカに電力を

輸出する算段だ。石炭産業とその周辺産業が活況を呈することが現地の雇用を創出する。炭

鉱の街に人口が集中してしまうが、これが周辺産業を支える原動力となる。もって所得が向

上し、経済発展に寄与する。

．新興国もアフリカ争奪に参戦する

欧州列強諸国がアフリカ大陸全土に強大な影響力を行使できた時代は終焉を迎えた。例え

ば、フランスのプレゼンスは極度に低下している。欧州世界にとってアフリカは援助の対象

でしかないのかもしれない。但し、中・南東欧地域の賃金上昇が動機付けとなって、人件費

で比較優位を備えた北アフリカ諸国に新たな生産拠点を見出す欧州企業も出始めた。

壮大な事業プロジェクト構想もある。フランスがモロッコ、アルジェリア、チュニジア、

リビア、エジプトを起点とし、スペイン、フランス（サルデーニャ島）、イタリア、ギリシャを連

結点とする地中海海底高圧送電網を敷設する計画・トランスグリーンを発表している ）。太陽

エネルギーに恵まれる北アフリカ地域に大規模な太陽熱発電網（ 年の送電能力は 万

キロワット相当）を構築して、その電力を送るプロジェクトだ。現在進められているサハラ

砂漠に太陽熱発電施設を設置する計画と連結される見通しである。

欧州系企業が北アフリカ地域から南下できるか。早晩、正念場を迎えるだろう。

アフリカ諸国もまた植民地支配時代のトラウマを払拭できていない。勢い、欧州諸国と距

離を置く反面、自国の都合が良い相手国との関係強化を模索するようになっている。

ワシントンにとってのアフリカは単なる武器・兵器市場。アフリカの資源エネルギー調達

のみに関心があるわけではない。もって新たな 世紀のプレーヤーが続々とアフリカにその

姿を現し、自国の国益を満たすべく策略を練るようになった。

その最右翼的存在が中国。良い意味でも悪い意味でも北京の影響力が強化されてきてい

る。資源エネルギーのある所に中国の姿あり─アフリカのみならず、世界中を奔走して資源

エネルギーを買い漁るようになった。

いわゆるリーマン・ショック以降、先進国経済の損傷が激しい。殊に、ユーロ危機に見舞われ

た欧州経済は青息吐息。ギリシャの財政赤字額のいわば粉飾決算が明るみに出てから、欧州の共

通通貨ユーロの信認低下に歯止めが掛からなくなった。市場の行動には容赦がない。ユーロ

が叩き売られ、円高ユーロ安が顕在化した。再び、世界同時株安の様相を呈し、経済成長と

財政再建とを如何にして解決するのかを市場が各国政府当局に突きつけるようになった。

この間隙を突いて、中国がアフリカ諸国で存在感を高めている。確かに、中国経済の先行

きを投資家が懸念するようになったことで上海株式市場でも、ご他聞に漏れず株価が暴落し

た。 年上半期には上海総合指数が ％も下落 ）。 兆 億人民元（ 兆 億円）が
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吹き飛んだ勘定だ。中国の景気先行き警戒感が広がった結果だった。市場参加者はなぜ、中

国株を売ったのか。それは第一に、中国系金融機関による洪水のような新規融資の膨張であ

る。月間 兆人民元（ 兆円）に達するという ）。 年以降、不良債権が山積する懸念が

払拭されていない。第二に人民元相場。人民元切り上げで中国系企業の国際競争力低下が最

大の懸念材料となっている。

しかしながら、人民元売り米ドル買いで積み上げた外貨準備金は 兆 億ドル ）。堂々

の世界首位。ここにきて、中国当局は日本国債への投資を一段と膨らませ、短期債（国庫短

期証券）を中心に 年 月には 億円相当の日本国債を、同年 月累計で 兆

億円を買い越した。ユーロ資産を売却し、日本資産に切り替えたと見られる。中国の日本国

債保有残高は 兆 億円に及ぶ ）。但し、その後は日本国債を売却し、ユーロを買い戻し

た模様だ。

中国も他の新興国と同様に外貨準備金の一環として金を保有するが、外貨準備金全体に占

める金の割合は ％（保有量は トン）に過ぎない。ロシアの ％（ トン）よりも

低い。北京は 年に金を買い漁ったようだ ）。

この貴重な外貨を武器に北京はアフリカで惜しみなくカネをばら撒いている。事実、アフ

リカでも中国によるインフラ投資が際立つ。もちろん、その見返りはアフリカ産の資源エネ

ルギー。今やアフリカ産資源エネルギーなくして、中国経済の発展が成り立たなくなったの

かもしれない。つまり、アフリカ産資源エネルギーの輸入は中国経済の近代化に比例して、

否応なく増加する構造が定着しつつある。

先進国に不況の波が押し寄せたことで全体として需要が急減した。ここに例えば南アフリ

カも巻き込まれた。南アフリカから産出、輸出される貴金属のプラチナ、希少金属（レアメ

タル）のクローム、鉄鋼などの先進国向け輸出が半減した。この穴を埋めたのが中国の旺盛

な需要。南アフリカにとって中国が輸出市場首位に躍り出た（ 年では第 位）。

アフリカ輸出全体の 割が中国向けで占められている。燃料関連だけでも 億 万ド

ルである（ 年実績） ）。

中国の対南アフリカ投資額も累積で 億ドル。 年単年だけで 億ドル程度、中国

全体の 割がアフリカ向けだ。例えば、中国工商銀行は南アフリカのスタンダード銀行株

％を 億ドルで手中に収めている ）。

無論、中国は一方的にアフリカ産の資源エネルギーを買うだけではない。中国経済の成長

が対アフリカ輸出も増やす。アフリカに安価な中国産の財・サービスが輸出されているので

ある。併せて、アフリカ企業の株式を取得する手法も駆使している。例えば、中国のエアコ

ン大手・広東美的電器はオランダの子会社を通じて、エジプトの同業大手ミラコの発行済み

株式 ％を買収している。ミラコの販売網を使って自社商品を販売する目論見だ ）。
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世紀のアフリカ資源争奪戦（中津）

これは直線的にアフリカ諸国の脆弱な企業群に打撃を与える。加えて、中国企業が進出す

る際には中国系労働者もアフリカに移住する。これにはアフリカ現地の雇用創出効果がな

い。もってアフリカ諸国が中国を警戒する風潮は高まってしまう。アフリカ資源国は資源ナ

ショナリズムを錦の御旗としてその交渉力を強めていくだろう。結果、中国は割高な資源エ

ネルギーを掴まされることになる。

中国のアフリカ戦法では援助金付与、インフラ投資が先行する。投資相手国の人権問題は

不問。元々、北京が相手国の人権問題を批判する資格はない。スーダン西部に位置するダル

フールの紛争では 万人の尊い生命が犠牲となった。国際社会からはスーダン中央政府に厳

しい世論が突きつけられた。スーダンからは欧米企業が撤退。スーダン政府に抗議した。

それでも、北京には馬耳東風。スーダンの油田開発から石油パイプライン敷設、製油所建

設、港湾施設（石油積出港）整備まで至れり尽くせりの接待。石油積出港からは現在、中国

に向かってスーダン産の原油が輸出されている。これを包括的に支配する企業が中国石油天

然ガス（ ）。首都ハルツーム中心部の大統領宮殿に近接する高級ホテルを が借

り切っているという。中国系企業のスーダン進出に拍車が掛かり、中国企業商会（商工会）

の加盟企業数は 社に及ぶらしい ）。

アンゴラでは大統領官邸を贈呈。見返りに海底油田の権益をせしめた。ナイジェリアでも

油田権益を獲得するほかに、製油所も建設している。コンゴ民主共和国（旧ザイール、首都

キンシャサ）では道路建設に 億ドルを投下。その狙いが銅とコバルトにあることは指摘す

るまでもない。コンゴ民主共和国の対中国輸出は 年初頭から急増し、現在では同国輸出全

体の半分が中国向けとなっている ）。

ニジェールでは過去 年間、そのウラン権益をフランスのアレバが一手に握っていた。

年実績でニジェールのウラン輸出総額は 億 万ドルに及ぶ ）。ニジェールの重要な外貨

獲得源となっている。

だが、中国がここに割って入る。独裁者・タンジャ元大統領が北京に擦り寄った結果だ

が、クーデター後も中国が退去する気配はない。インドも負けてはいない。インフラ、エネ

ルギー、テレコムを中核に 億ドルをアフリカに投資する方針を固めている。

中国の影響力は絶大。中国・アフリカ間往復貿易額は 年の 億ドルから 年には

億ドルに、 年には 億ドルにまで大膨張。中国・アフリカ相互経済関係が格段に深まっ

ている。

スーダンの対中貿易依存度は 年実績で ％、アンゴラのそれは ％、以下、トーゴ

％、モーリタニア ％、コンゴ（旧ザイール） ％、ガンビア ％、コンゴ共和

国 ％と続く。 が支援を躊躇する国家が並ぶ。アフリカにとって中国が米国に次ぐ

貿易相手国にのし上がってきた。

中国の影響力はグローバル規模で強化されつつある。中近東や中央アジアの資源国が中国

のエネルギー安全保障強化に貢献しつつあることは周知の事実。驚くことに、かつて旧ソ連

の衛星諸国であったポーランドやルーマニア、ブルガリアにまで触手を伸ばしている。中国
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系企業が高速道路建設や鉄道車両の生産、発電所更新といったインフラ事業への投資を加

速。着実に中国系企業による投資が増えてきている ）。

アフリカに登場したプレーヤーは中国だけではない。インド、ブラジル、東南アジアなど

文字通り、新興国が大挙してアフリカ大陸に押し寄せてきている。

インドのデオラ石油・天然ガス相が 年 月、アフリカ カ国を歴訪した ）。訪問先の

スーダンでは追加投資を打診。ナイジェリアではインド石油天然ガス公社（ ）が海底

油田開発に 億 万ドルを投資する商談を取りまとめた。また、ナイジェリアでは製油所

の建設にもインド系企業が協力している。

インドの国営系石炭最大手 はモザンビークで石炭鉱区の獲得に動いている。アンゴ

ラ西部にあるロビトの製油所建設ではインド石油（ ）が協力している ）。品質改良など

農業分野の技術協力でもインドは熱心に取り組むようになった。

鎮痛剤、風邪薬、咳止めといった後発薬最大手のランバクシーは 年 月 日、南アフ

リカのヨハネスブルクに 万ドルを投じて新工場を稼動した。他方、消費財大手のイマー

ミはエジプトで現地既存工場を買収して、 年 月から化粧水やシャンプーの生産を開始

する。アフリカでは欧米文化への憧れから美白剤や直毛剤が人気商品となる可能性が高い。

インドの対アフリカ向け輸出総額は 年実績で 億ドルに過ぎない ）。インド輸出全体

の ％に留まる。しかし、対 年比で 倍に膨らんでいる。インドとアフリカの経済水準

は現段階で酷似している。インド流の低価格戦略がアフリカで通用するかもしれない。

中国と同様にインドもまた人口爆発に直面すると同時に、高度成長の真只中にある。当

然、資源エネルギーを渇望。ベネズエラでもオリノコ油田地帯の開発に などインド

の国営系石油企業 社が 年までに 億ドルを投資する予定だ。ミャンマーでも

など 社がベンガル湾に眠る海底天然ガス田開発に 億ドルを投下する計画でいる。

インドの原油輸入依存度は 年の ％から現在、 割に跳ね上がっている。 年にな

ると、原油国内需要が倍増すると予想されている。インドの原油調達先は中東地域に集中す

る。 年実績ではあるが、その国別シェアをみると、サウジアラビア ％、イラン ％、ナ

イジェリア ％、イラク ％、クウェート ％、アラブ首長国連邦（ ） ％となる ）。イ

ンド当局としてはリスク分散からアフリカ産油国からの原油輸入量を増やしたいところだろ

う。

石炭の輸入量もインド国内需要の 割に達し、 年の 万トンから 年には 億トン

に急増する見通しだ。原子力発電所の増設にもインド当局が力を入れていることからウラン

も必要となる。そのためにフランス、ロシア、カザフスタンとウラン輸入契約を締結した。

国際社会が非難の大合唱を繰り広げるイランに対しても、インドは天然ガス田開発に意欲

を示し、 億ドルの投資を検討中だと伝えられている。

インドの行動がことごとく、中国のそれと酷似していることが浮き彫りとなった。中国に
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世紀のアフリカ資源争奪戦（中津）

先行を許したインドだが、アジア進出でも巻き返しに動き始めている。特に、中国系企業が

不得手とする （情報技術）や金融の分野でアジア展開を急いでいる

例えば、フィリピンにはインド 大手のウィプロやインフォシス・テクノロジー、それ

に中堅のヒンドゥジャ・グローバル・ソリューションズがコールセンターを設置。シンガ

ポールではフィナンシャル・テクノロジーズが 年 月末に金や原油を取り扱う先物取引

所を立ち上げている。ミャンマーにはタタ自動車が進出を検討、大型トラックの現地生産を

計画している。インド政府はミャンマー側に 億 万ドル相当のインフラ整備資金支援を

約束した。 とインドガス（ ）がミャンマー沖の天然ガス田開発で権益を取得し

ている ）。

加えて、インドも中国も国益成就を一義的目的に掲げて、世界中の資源国を駆け巡ってい

る。当然、両国の行動は進出先で衝突する。インドにとって中国に打ち勝つことこそが国益

に合致することになるだろう。まさしく争奪戦。

インド企業が海底天然ガス田開発を手掛けようとするミャンマーでは中国系企業による投

資で中国向けの石油パイプラインと天然ガスパイプラインの敷設工事が進められている。

傘下の企業がパイプラインの設計、建設、運営、拡張を一貫して担当する。完成し

た暁には原油年間 万トン、天然ガス同 万立方メートルが中国に運び込まれる。 年

中国原油輸入実績の 割、天然ガス輸入の 倍に相当する莫大な規模。ミャンマー政府に

は通過料が舞い込む。中国側のメリットはマラッカ海峡を迂回できることにある。つまり中

国のエネルギー安全保障の強化に寄与する ）。

アフリカ争奪戦にはブラジルも参戦する。周知のとおり、ブラジルの宗主国はポルトガ

ル。アフリカ大陸でもアンゴラとモザンビークが、かつてポルトガルによって植民地支配さ

れた史実がある。また、ブラックアフリカが奴隷としてブラジルといったポルトガルの植民

地各国に強制移住させられた歴史的経緯もある。この カ国の共通言語はポルトガル語。ポ

ルトガル語で相互に意思疎通できる。ポルトガルによって支配された歴史と共通言語とが互

いに双方を引き付けるようになった。アンゴラとモザンビークはブラジルの華麗なる発展を

モデルにできる。

ブラジルが以前からサトウキビを原料とするバイオエタノールの製造に注力してきたこと

は今では国際的に知られるようになった。ブラジルはバイオ燃料先進国。このノウハウをア

ンゴラとモザンビークで生かし、バイオエタノール事業で協力する。

また、ブラジルの資源大手ヴァーレはモザンビークで石炭開発事業に 億ドルを初期投

資。同国中部にあるテテで炭鉱開発に取り組む。ブラジルの鉄鋼大手 も炭鉱開発事業

に参画する。鉄鉱石世界貿易量の 割を占有するヴァーレがブラジル国内では カ所の製鉄

所を完工、建設している。粗鋼生産能力は年間合計 万トンとなり、住友金属工業（ 年

度で 万トン）を上回る。川上から川下までを包括する一貫体制を作り上げる構えだ ）。

ブラジスの鉄鉱石に関しては、住友商事が 億 万ドルで同国鉄鋼大手のウジミナスか

ら鉄鉱石鉱山の権益 ％を取得している。年間 万トン、すなわち日本の鉄鉱石輸入の
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割に相当する鉄鉱石の権益を確保したことになり、今後 年間に亘ってブラジルから鉄

鉱石を貿易できる勘定になるという。なお、住友商事は南アフリカでも鉄鉱石権益を保有する
）。

また、ブラジルの建設大手オデブレヒトは発電所、鉄道、港湾施設といったモザンビーク

のインフラ建設で協力している。オデブレヒトはアンゴラにも進出し、食品・エタノール生

産、事業所・工場・スーパーマーケット事業を展開する。

併せて、アンゴラの深海油田開発にはブラジル国営石油最大手ペトロブラスが投資してい

る。

結果、ブラジルの対アフリカ輸入総額は 年の 億ドルから 年には 億ドルに、対

アフリカ輸出総額は同じく 億ドルから 億ドルへと飛躍的に伸びた。ブラジル貿易に占め

るアフリカの割合は 年で ％となっている ）。中国には遠く及ばないけれども、ブラジ

ル企業がアフリカに眼を向けていることは間違いがない。

ロシアの国営天然ガス独占体ガスプロムがナイジェリアの天然ガス田開発やナイジェリア

から建設される計画のアフリカ縦断天然ガスパイプライン参入にラブコールを送っている

が、実現できるかどうかは依然として不明。ロシア勢は全体としてアフリカでは出遅れてい

る。

それでも、アルミ世界最大手の ルースアルは赤道ギニアでボーキサイト鉱山とボーキ

サイト精錬所を買収している。自社のアルミニウム生産に充当し、欧州諸国への輸出拠点に

仕立て上げる構想を描いているのだろう ）。

もちろん、赤道ギニアには英豪系資源大手のリオ・ティントやブラジルのヴァーレ、それ

に中国の国営鉱山大手シナルコなども進出している。シナルコは鉄鉱石開発事業に 億

万ドルを投資する ）。

（ブラジル、ロシア、インド、中国）の対アフリカ貿易はアフリカ貿易全体の

％を占めるに至っている（ 年、 年では ％） ）。

東南アジア諸国も有力アグリ企業を中心にアフリカへと進出を果たすようになってきた。

農産物関連の企業がアフリカ諸国で土地を取得する、あるいは企業を買収するケースが多

い。

マレーシアの大手コングロマリット（複合企業）サイム・ダービー。同社はマレーシアと

インドネシアに合計 万ヘクタールの農園を所有。農業関連企業の資産総額で世界首位を誇

る。また、パーム油の原料となるアブラヤシの農園経営でも世界最大の実績を持つ。このサ

イム・ダービーがリベリアで 万ヘクタールの土地利用に契約したのが 年 月。カメルー

ン、コンゴ、南アフリカ進出も検討しているという ）。その数値目標は 万ヘクタール。ア

フリカを生産拠点として仕立て上げることで、欧州輸出の基盤とする戦略だ。

他方、コーヒー豆、カシューナッツなどを カ国で販売するシンガポールの大手農産物商
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世紀のアフリカ資源争奪戦（中津）

社オラム・インターナショナルは、ナイジェリアの大手製粉クラウン・フラワーミルズを

億 万ドルで買収した。クラウン・フラワーミルズの製粉能力を 倍の年間 万トンに

増強する計画でいる。ナイジェリア現地の製粉需要急増に応答、それを標的市場として販売

攻勢を掛ける。

タイの食品最大手チャロン・ポカパン・フーズ（ ）はケニアに資本金 万ドルの新

会社を設立。養鶏、家畜飼料生産事業を展開する算段だ。同社はタンザニアにも進出する。

アフリカ進出を果たす新興国に共通するのはまず、政府高官が現地を公式訪問するなど、

外交が先行することにある。当該政府が現地国で外交ロビー活動展開、先陣を切ってから関

連企業に商談をバトンタッチする手法だ。事実、シンガポールも官民でアフリカ進出を狙っ

ている。マレーシア航空は 年 月末から南アフリカ・ヨハネスブルク線を 倍の週 便

に増便している。

年の実績統計数値で東南アジア主要 カ国の総輸出額に占める対アフリカ輸出額は ％

に過ぎない。だが、今後、双方の往復貿易額が急増していくに違いない。同時に、アフリカ

での東南アジア系企業の存在感も増していくだろう。

．南アフリカは虹の国として脱皮できるか

サッカー 杯に沸いた南アフリカ。 杯開催を前に同国では 億ドルが投じられて、 カ

所のスタジアムが新設された ）。 万人の雇用創出に寄与したという。

交通網の整備も急ピッチで推進された。商業のハブであるヨハネスブルクの空港と首都プ

レトリアにあるビジネスの中心地サントンを結ぶ高速鉄道には 億ランド（ 億円）が

投じられて完成し ）、ケープタウン、ダーバンでは空港が整備された。南アフリカ第 の都

市ダーバンのシャカ王新空港建設には 億ドルもの巨費が投じられている ）。

サッカー 杯に備えるべく公共投資が拡大した格好だ。従来、対 比 ％であっ

た公的部門固定資本形成は 年では ％に上る。

年はマイナス成長ではあったが、マイナス ％以下に留まっている。中国を筆頭とする

新興国の需要が南アフリカの経済を底支えしたからである。プラチナといった貴金属、石炭

や鉄鉱石などの原材料の新興国向け輸出が堅調に推移した。これが欧米の需要減を相殺して

くれた。結果、南アフリカにとって中国が最大の貿易相手国となった。

ヤコブ・ズマ大統領は否定するものの、国有化といった政治的圧力は確かに外資にとって

の重石となる。事実、急進派とされるジュリウス・マレマ議長という 歳の若きアフリカ民

族会議（ ）青年同盟指導者は鉱山の国有化や白人が所有する土地の強制収用を主張し

ている。実行すれば、この人物は白人逆差別者のレッテルを貼られるだろう。 内でも

不協和音が響く。ズマ現大統領はこのマレマを利用して、ムベキ前大統領を排除した経緯が

ある。また、南アフリカでは貧富の差も極端。世界屈指の水準にある。

）
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加えて、南アフリカでは電力不足も深刻な社会経済問題となっている。 年以降、経済が

成長しているにもかかわらず、 年間以上に亘って発電所を新規に建設してこなかったこと

が電力不足の原因である。そこで、同国の国営電力公社エスコムは 年から電気料金の値上

げに踏み切り、今後 年間で 倍に引き上げる構えでいる。 年までは南アフリカの電力料

金は世界最低水準だった。併せて、原子力発電所が新設される。

この破格に安価な電力料金を背景として、経営陣の ％が白人層で固められる鉱業企業

の競争優位となってきた経緯がある。法律上は悪名高きアパルトヘイトが撤廃されてはいる

けれども、白人層が経済的利益を独占する構造に未だメスが入れられていない。しかし、電

気料金の値上げや人件費の高騰が南アフリカの産業を圧迫することは間違いがない。これを

契機に公平な経済社会を創出することが、黒人政権が取り組むべき必須課題となっている。

年 月には公務員（ 万人）などが大規模なストライキを展開。労働組合は ％、

すなわち月額 ランドの賃上げを要求した。政府側は ％の賃上げを提案してストライ

キの沈静化を図った。月額 ランドの賃上げとなる。公務員はズマ大統領の支持基盤。財

政圧迫を承知で賃金要求に応える必要があった ）。

このようなゼネストは経済に打撃となる。 杯特需に沸いた経済が失速した。南アフリカ

準備銀行（ 、中央銀行）は 年 月、政策金利を ％に引き下げた。更に、 年

実質 成長率見通しを ％から ％に下方修正した ）。

しかし、人口 万人の南アフリカは市場としても魅力的。国民 人当たり は

ドルとなった（アパルトヘイトが廃止される直前の 年では ドル）。外資が注目する

理由の一つとなっている。

規制緩和が必要とされるが、ヨハネスブルクには証券取引所（ ）がある。外国企業が

上場するようになれば、活況を呈することだろう。 の株式時価総額は南アフリカ

の 倍に達する。 年 月末時点の株式時価総額は 兆 億ランド（ 兆円）。 年比

で 兆ランド以上増えている。

によると、サブサハラ地域に対する証券投資は 年で 億ドル以上の流入となる

見通しだ。南アフリカやナイジェリアといった有望資源国を中心に、各国の債券と株式を組

み入れたインデックス投資が主流という。アフリカ各国政府も物流やインフラ整備の資金調

達に本腰を入れ始めている。例えば、有力産油国アンゴラの政府は最大 億ドルの国債を発

行する予定らしい。ナイジェリアもインフラ事業向けに 億ドルを調達する ）。

年の経済成長率は ％であったが、世界金融危機の煽りを受けて 年には ％のマイ

ナス成長を余儀なくされた。それでも、新興国のエネルギー資源需要が大幅な落ち込みを防

いでくれた。 年にはプラス転換する。

南アフリカ政府は軍事費の充実化を図っている。過去 年で軍事費は 割増大した ）。仮

想敵国からの攻撃に備えるのではなく、アフリカ地域経済大国として安全保障の要になろう

としている結果だ。ブルンジ、スーダン、ソマリアに南アフリカから軍隊を積極的に派遣し
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世紀のアフリカ資源争奪戦（中津）

て、紛争解決に取り組んだ結果と評価できよう。

アパルトヘイトの後遺症は色濃く残存するとは言え、と同時に、黒人青年層の失業率は

％に及ぶとは言え、 代の若き起業家も出没してきた。彼らはチーター世代と呼ばれると

いう。また、黒人中産階級はブラック・ダイヤモンドと呼ばれるらしい。

大富豪ミハイル・プロホロフが率いるロシアの投資銀行ルネッサンスは既にヨハネスブル

クに進出している。ロシアのメドベージェフ大統領は南アフリカのズマ大統領に原子力発電

所の原料となるウランを提供する方針を言明している。これを受けて、ロシアの国策原子力

企業ロスアトムがエスコムに 年から 年までの期間、低濃縮ウランを輸出することに

なった ）。

中国工商銀行は 年 月に南アフリカ大手銀行のスタンダード銀行株 ％を 億ドルで買

収した。スタンダード銀行は中国が触手を伸ばしたアンゴラでもライセンスを取得してい

る。中国は逸早く、南部アフリカを標的として着々と事業拠点を築き上げてきた。南アフリ

カの最大貿易相手国はかつてドイツだったが、今や中国がドイツに取って代わった。

また、このスタンダード銀行が 年初めにロシア系投資銀行トロイカの株式 分の を取

得している。南アフリカの大手銀行といえば、スタンダード銀行のほかにファーストラン

ド、ネッドバンク（ロンドンのオールドミューチュアルが所有）の名前を挙げることができ

るが、こうした金融業界に外国資本、殊に、新興国が進出してきた意味は深い。

年 月下旬、ゼネストで経済が麻痺していたにもかかわらず、ズマ大統領は予定通

り、 人の企業経営者を引き連れて北京を公式訪問した ）。南アフリカの対中輸出総額は

年実績で 億 万ドル、対中輸入総額は同じく 億 万ドル。ズマ大統領の中国訪問

にはこの対中貿易赤字を削減する思惑が潜む。中国企業に南アフリカ投資を奨励する思惑が

潜む。中国のプレゼンスは高まるばかりだ。

南アフリカには 年段階で 万人もの失業者が溢れる。失業者が経済的に自立するには相

当程度の時間が必要となろう。仮に住宅、車のローン支払いに支障が生じれば、銀行の不良

債権が山積することになる。南アフリカの銀行が成長するには解決すべき課題も多い。

南アフリカが一方的に外資を受け入れているだけではない。南アフリカの企業が外国に進

出するケースも格段に増えてきた。南アフリカを代表する企業といえば、エネルギー大手の

サソル。石炭液化技術で世界的に名を馳せた企業だ。石炭を原料とする石油製品を生産す

る。南アフリカ系企業国際化の象徴的存在である。サソルは中国、インド、ウズベキスタ

ン、インドネシアといった開発途上国への進出を中心に国際的躍進を果たしている。

同じく南アフリカ系の ミラー。 年に中国で事業展開を手掛けたことを皮切りに、

アフリカ諸国へ乗り出している。

通信大手の もまたアフリカ・中東でビジネスを拡大してきた。ナイジェリアから象

牙海岸、アフガニスタン、シリアに至る カ国の市場で平均 ％のシェアを確保していると

いう。南アフリカ国外で 億人の顧客を手中に収め、同社売上高の ％を稼ぎ出す体制を作

り上げた。
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出版大手のネスパースも華麗なる国際的事業展開を繰り広げている。メディア、通信、イ

ンターネット部門ではブラジル、中国、ロシアなどに進出。ブラジルでは家電大手のブスカ

ペを 億 万ドルで買収した。中国ではインターネット・ポータル会社のテンセントの株

式も取得。 に照準を定めた戦略を展開している ）。

．日系企業の巻き返しは奏功するか

商社冬の時代と揶揄された時期を乗り越えて、日本の総合商社は日本株式会社国際化の急

先鋒的役割を果たし続けている。時代の潮流に逆らわず、常に柔軟姿勢を保ちつつ、日本

の、あるいは世界の社会的ニーズを的確に把握してきたからだろう。日系総合商社の機能は

貿易取引だけに留まらない。ラーメンから航空機までありとあらゆる財の貿易で売上げを伸

ばしてきたことは事実だが、貿易取引に加えた機能が総合商社の社会的使命だといえる。結

果的に商社冬の時代到来説は的中しなかった。

特に、最近では事業コーディネーターとして国際的に活躍するケースが多い。ある事業プ

ロジェクトを立ち上げ、そこで中核的役目を果たす。そのプロジェクトに商社自らが出資

し、貿易へと導いていく。まさに国際事業の手品師。商社が果たすオルガナイザー機能を語

らずして、 世紀商社の姿は描けない。その事業対象は時代と共に変遷を遂げる。ある時は

エネルギー資源事業、またある時は自然環境事業、またある時はインフラ関連事業。時代の

ニーズ、高収益性を勘案しながら、新しい事業分野に飛び込んでいる。

無論、進出先のカントリーリスクは厳密に分析されてはいるけれども、基本的に商機が溢

れる国には必ずや日系総合商社の姿がある。これが日本国外務省も舌を巻く水準の情報収集

能力に結実している。アフリカも例外ではない。アフリカの御宝であるエネルギー資源の権

益獲得に奔走している。

住友商事はマダガスカルのニッケル鉱山開発に 億ドルを投じる。住友商事はカザフスタ

ンでもウラン鉱山の権益を取得している。丸紅も同様の権益をカザフスタンで確保した。加

えて、三菱商事と三井物産はオーストラリアでウラン権益を保有する。また、三井物産はア

ナダルコ・ペトロリアムから 年に油田権益を買収している ）。

豊田通商はスーダン南部の油田地帯からケニア沿岸部に至る石油パイプラインを建設する

計画を打ち出した。 億ドル規模の事業だ。

伊藤忠商事はナミビアでウラン権益の獲得に動いている。同社は年間ウラン販売 トン

で世界第 位を誇る。英国の首都ロンドンに本社がある資源関連会社カラハリ・ミネラルズ

の株式 ％を買収して筆頭株主となった。このカラハリ・ミネラルズはオーストラリアのエ

クストラクト・リソ シーズに ％を出資する筆頭株主である。そして、エクストラクト・

リソーシーズがナミビア中部にあるロッシング・サウスウラン鉱山の権益 ％を保持、開

発を進めている ）。
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世紀のアフリカ資源争奪戦（中津）

伊藤忠商事はカラハリ・ミネラルズの筆頭株主となることで、ロッシング・サウスウラン

鉱山の権益 ％を実質的に支配することになる。ロッシング・サウスウラン鉱山の埋蔵量は

万 トン。 年には年間 トン、すなわち世界生産の 割に匹敵するウラン生産を

見込めるという。エクストラクト・リソーシーズが保有するウラン資源量の半分を占め、同

社は合計で 万トンのウランを確保する。

更に、伊藤忠商事はエクストラクト・リソーシーズの株式 ％を 億円で取得すること

を検討している模様だ ）。ウランの販売権獲得を目標としているのだろう。伊藤忠商事は日

本の電力会社向けにウラン販売攻勢を仕掛けていく基盤を築いている。現在、世界各国が原

子力発電所の新設を急いでいる。当然、ウラン需要は急増、価格も高値圏で推移するだろ

う。伊藤忠商事の中核ビジネスとなる可能性が浮上してきた。

日系メーカーもアフリカビジネスに本格的に取り組もうとしているようだ。

日立建機はザンビアで建設機械、特に油圧ショベルやダンプトラックといった超大型建機

の部品改修工場を新設する。中古の建機を新品仕上げして、交換、あるいは再販売する構え

だ。このために首都ルサカ郊外に述べ床面積 万平方メートルの工場を 億円で新築する。

年春に完成する予定となっている。年間再生処理能力は当初 台、 年には 台に

拡充される。

日立建機による トン超・超大型ショベルの世界シェアは ％。世界首位に立つ。 ト

ン超ダンプトラックのそれは ％だが、 年には ％に引き上げる計画だ。それでも、ア

フリカで鉱山機械、大型建機の保守サービス拠点網をザンビア、ガーナで整備してきたもの

の、売上高に占めるサービス（アフターサービス）事業の比率は ％。コマツの半分に過ぎ

ない。一方、コマツはセネガル、ケニアで保守点検、運転技能施設を 年に新設するなど、

技術・技術教育に力を入れている。アフリカを舞台とするビジネス頭脳比べが始動すると言

えよう。

サッカー 杯南アフリカ大会開催に触発された日系企業が南アフリカ事業を拡充してい

る。

日立製作所の子会社・日立アプライアンスは南アフリカに業務用エアコン販売で本格進出

する。販売チャネルについては、現地の販売代理店網を活用する。現地販売委託を通じて市

場占有率を高めていく方針なのだろう。

杯公式スポンサーのソニーは専売店網を拡充することで販売体制を強化する方針だ。既

存の カ所を カ所に増設する。他方、国際化で出遅れているパナソニックはナイジェリア

に販売・マーケティング担当の駐在員事務所を開設する。

トヨタ自動車は既に、南アフリカで現地生産し、販売に踏み切っている。その 年

月期実績は生産台数 万 台に対して、販売台数は 万 台であった。対前年同期比

％である。

スポーツ用品販売については、ミズノ、アシックスが南アフリカで攻勢を掛けている。

世界中の眼がアフリカ大陸に良い意味で向けられるようになったことを確認できたのでは

ないだろうか。アフリカ経済の躍進を背景に、海運大手もアジアとアフリカを結ぶ航路を増
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強している。洋服、靴、白物家電といった消費財やインフラ用を中心とする建築資材の輸入

が急拡大。アフリカからは原材料や資源が輸出されている。

例えば、アジア企業最大のアジア・アフリカ航路網を持つ商船三井は、輸送能力を大型船

に切り替えることで 倍増とし、また、川崎汽船も中国海運、ドイツ・ハパックロイドと

組んで新航路を導入することで定期船を週 便に倍増させる計画でいる。日本郵船もアジア

と西・南アフリカ航路を増強している。海運各社が物流の増大を確信していることを物語っ

ている ）。

英経済紙 フィナンシャル・タイムズ （ 年 月 日号）が日本の対アフリカ戦略に

ついて報じているので、最後に紹介しておこう ）。同紙は日本の皇太子殿下がガーナとケニ

アを訪問したことを特筆して、日本の対アフリカ戦略が変質しつつあることに着目する。皇

太子殿下がサブサハラ地域のアフリカ諸国を初めて訪問したからである。 フィナンシャ

ル・タイムズ 紙は今後、日本の官民双方がアフリカ事業を真剣に検討するのではないか、

という趣旨を述べている。

従来、日本の対アフリカ支援といえば、農業分野やインフラ整備部門の援助が主体だっ

た。 年には 億ドルがアフリカに振り向けられる計画だ。日本政府が意識的にアフリカ

援助を倍増させてきた経緯がある。 予算の圧縮を余儀なくされる最近では、韓国やブ

ラジルと連携して援助活動に取り組むようになっている。

モザンビークでは韓国との協調融資で同国北部のナカラ港とマラウイやザンビアを結ぶ道

路整備事業を支援する。現地資源の輸出ルートを確立する協力事業だ。ブラジルとはモザン

ビークで農地開発に共同で取り組む ）。

しかし、公的援助や非政府組織（ ）によるボランティア活動だけでなく、近年では

徐々にではあるが、日系企業がアフリカ進出を視野に入れるようになってきた。日本政府は

日系企業による対アフリカ投資額を 年までに 億ドルに倍増するという具体的な数値目

標を掲げている。

それでも、日本とアフリカの往復貿易総額は中国の 分の に留まっている。 年実績で

中国・アフリカ間貿易総額は 億ドルに達する。中国がアフリカをエネルギー資源の宝

庫、生産拠点、市場といった複眼的な観点で位置付け、大挙して出向いていった結果であ

る。

日本が中国を模倣する必要など毛頭ない。だが、日本の政府も企業もアフリカ進出の確固

たる理念を描き、実践することが肝要だろう。援助、投資、貿易のいずれもアフリカ諸国は

渇望している。このニーズに日本がどの程度応答できるのか。日本の国益を厳密に計算する

ことを大前提であることは指摘するまでもないだろう。
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