
        

 

ＡＲＣ会長 大林 稔 スペシャルインタビュー 

            最近のアフリカ情勢の変化最近のアフリカ情勢の変化最近のアフリカ情勢の変化最近のアフリカ情勢の変化    

            国際社会国際社会国際社会国際社会でのアフリカの位置付けでのアフリカの位置付けでのアフリカの位置付けでのアフリカの位置付け    
 

最近北アフリカでは政治状況に急激な変化が起こり、大変不安定な状況の中、最近北アフリカでは政治状況に急激な変化が起こり、大変不安定な状況の中、最近北アフリカでは政治状況に急激な変化が起こり、大変不安定な状況の中、最近北アフリカでは政治状況に急激な変化が起こり、大変不安定な状況の中、    

各地で政府と民衆との対立が続いています。こういった緊迫した状況について、各地で政府と民衆との対立が続いています。こういった緊迫した状況について、各地で政府と民衆との対立が続いています。こういった緊迫した状況について、各地で政府と民衆との対立が続いています。こういった緊迫した状況について、    

アフリカ平和再建委員会（アフリカ平和再建委員会（アフリカ平和再建委員会（アフリカ平和再建委員会（Africa Reconciliation Committee; ARCAfrica Reconciliation Committee; ARCAfrica Reconciliation Committee; ARCAfrica Reconciliation Committee; ARC）会長であり、）会長であり、）会長であり、）会長であり、    

現在龍谷大学経済学部教授の大林稔会長が語ります現在龍谷大学経済学部教授の大林稔会長が語ります現在龍谷大学経済学部教授の大林稔会長が語ります現在龍谷大学経済学部教授の大林稔会長が語ります。。。。

――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊＊＊＊――――――――＊＊＊＊――――――――    

質問：質問：質問：質問：最近アフリカでは、エ最近アフリカでは、エ最近アフリカでは、エ最近アフリカでは、エ

ジプト、チュニジア、リビアジプト、チュニジア、リビアジプト、チュニジア、リビアジプト、チュニジア、リビア

などで市民が一斉蜂起して、などで市民が一斉蜂起して、などで市民が一斉蜂起して、などで市民が一斉蜂起して、

政府に対して民主化への改革を求める動きが盛んになってきてい政府に対して民主化への改革を求める動きが盛んになってきてい政府に対して民主化への改革を求める動きが盛んになってきてい政府に対して民主化への改革を求める動きが盛んになってきてい

ます。大林会長は、この一連の出来事がアフリカ史的にはどういます。大林会長は、この一連の出来事がアフリカ史的にはどういます。大林会長は、この一連の出来事がアフリカ史的にはどういます。大林会長は、この一連の出来事がアフリカ史的にはどうい

った意味を持っているとお考えでしょうか。った意味を持っているとお考えでしょうか。った意味を持っているとお考えでしょうか。った意味を持っているとお考えでしょうか。    

    

大林会長：大林会長：大林会長：大林会長：まず始めに、北アフリカで起こっている出来事は、世まず始めに、北アフリカで起こっている出来事は、世まず始めに、北アフリカで起こっている出来事は、世まず始めに、北アフリカで起こっている出来事は、世

界的な文脈とアラブの文脈で見たほうが良いと思います。なぜな界的な文脈とアラブの文脈で見たほうが良いと思います。なぜな界的な文脈とアラブの文脈で見たほうが良いと思います。なぜな界的な文脈とアラブの文脈で見たほうが良いと思います。なぜな

ら、北アフリカとサハラ以南アフリカは、特に文化的、経済的条ら、北アフリカとサハラ以南アフリカは、特に文化的、経済的条ら、北アフリカとサハラ以南アフリカは、特に文化的、経済的条ら、北アフリカとサハラ以南アフリカは、特に文化的、経済的条

件が大変異なります。今回の民主化の動きはチュニジアから始ま件が大変異なります。今回の民主化の動きはチュニジアから始ま件が大変異なります。今回の民主化の動きはチュニジアから始ま件が大変異なります。今回の民主化の動きはチュニジアから始ま

りエジプトに至って、更にアラりエジプトに至って、更にアラりエジプトに至って、更にアラりエジプトに至って、更にアラブ半島のイエメンやシリアなどにブ半島のイエメンやシリアなどにブ半島のイエメンやシリアなどにブ半島のイエメンやシリアなどに

も及んでいる「アラブ革命」という側面のほうが強いと思います。も及んでいる「アラブ革命」という側面のほうが強いと思います。も及んでいる「アラブ革命」という側面のほうが強いと思います。も及んでいる「アラブ革命」という側面のほうが強いと思います。    

 

写真1－エジプトでの反政府デモの様子（New York Times 2011年

5月31日より) 

    

 アラブ革命は、一つは世界的な民主化の流れの中に位置付いてアラブ革命は、一つは世界的な民主化の流れの中に位置付いてアラブ革命は、一つは世界的な民主化の流れの中に位置付いてアラブ革命は、一つは世界的な民主化の流れの中に位置付いて

いると見ることができます。いると見ることができます。いると見ることができます。いると見ることができます。1990199019901990年代に、ソ連および東欧圏の崩年代に、ソ連および東欧圏の崩年代に、ソ連および東欧圏の崩年代に、ソ連および東欧圏の崩

壊後、その周辺国が民主化され、壊後、その周辺国が民主化され、壊後、その周辺国が民主化され、壊後、その周辺国が民主化され、アフリカにもその流れが波及し、アフリカにもその流れが波及し、アフリカにもその流れが波及し、アフリカにもその流れが波及し、

サハラ以南の国々が民サハラ以南の国々が民サハラ以南の国々が民サハラ以南の国々が民主化を進めていくことになります。しかし、主化を進めていくことになります。しかし、主化を進めていくことになります。しかし、主化を進めていくことになります。しかし、

アラブ地域はアラブ地域はアラブ地域はアラブ地域は経済的・地政学的理由経済的・地政学的理由経済的・地政学的理由経済的・地政学的理由かかかから民主化の影響を受けなから民主化の影響を受けなから民主化の影響を受けなから民主化の影響を受けなか

ったのです。現在になったのです。現在になったのです。現在になったのです。現在になって、民主化の動きが北アフリカまできたって、民主化の動きが北アフリカまできたって、民主化の動きが北アフリカまできたって、民主化の動きが北アフリカまできた

と言えるかもしれないですね。と言えるかもしれないですね。と言えるかもしれないですね。と言えるかもしれないですね。    

    もう一つは、中所得国での社会変化も関係していると思います。もう一つは、中所得国での社会変化も関係していると思います。もう一つは、中所得国での社会変化も関係していると思います。もう一つは、中所得国での社会変化も関係していると思います。

現在新興諸国、発展途上国の比較的現在新興諸国、発展途上国の比較的現在新興諸国、発展途上国の比較的現在新興諸国、発展途上国の比較的高高高高所得所得所得所得のののの国の方が、先進国よ国の方が、先進国よ国の方が、先進国よ国の方が、先進国よ

り成長率が高いのです。首都には大きなショッピングモールが登り成長率が高いのです。首都には大きなショッピングモールが登り成長率が高いのです。首都には大きなショッピングモールが登り成長率が高いのです。首都には大きなショッピングモールが登

場し、日本とあまり変わらない価格の品場し、日本とあまり変わらない価格の品場し、日本とあまり変わらない価格の品場し、日本とあまり変わらない価格の品物を買う人たちがいます。物を買う人たちがいます。物を買う人たちがいます。物を買う人たちがいます。

他方で、都市周辺のスラム街や農村の住民の生活水準は昔とほぼ他方で、都市周辺のスラム街や農村の住民の生活水準は昔とほぼ他方で、都市周辺のスラム街や農村の住民の生活水準は昔とほぼ他方で、都市周辺のスラム街や農村の住民の生活水準は昔とほぼ

変わらず、場合によ変わらず、場合によ変わらず、場合によ変わらず、場合によっては若い人の失業率が増えている地域さえっては若い人の失業率が増えている地域さえっては若い人の失業率が増えている地域さえっては若い人の失業率が増えている地域さえ

もある。もある。もある。もある。一部の人一部の人一部の人一部の人だけだけだけだけが豊かになって、が豊かになって、が豊かになって、が豊かになって、社会から社会から社会から社会から排除された人々排除された人々排除された人々排除された人々

の生活は一向に改善されず、彼らの不の生活は一向に改善されず、彼らの不の生活は一向に改善されず、彼らの不の生活は一向に改善されず、彼らの不満は積もりに積もっていく。満は積もりに積もっていく。満は積もりに積もっていく。満は積もりに積もっていく。

こういった現状を是正しようとしたのがアラブ革命の大きな理由こういった現状を是正しようとしたのがアラブ革命の大きな理由こういった現状を是正しようとしたのがアラブ革命の大きな理由こういった現状を是正しようとしたのがアラブ革命の大きな理由

の一つになったのではないでしょうか。これに長期独裁政治体制の一つになったのではないでしょうか。これに長期独裁政治体制の一つになったのではないでしょうか。これに長期独裁政治体制の一つになったのではないでしょうか。これに長期独裁政治体制

を倒そうという民意が合致したものと見ることが可能です。を倒そうという民意が合致したものと見ることが可能です。を倒そうという民意が合致したものと見ることが可能です。を倒そうという民意が合致したものと見ることが可能です。 

 

写真2－ルワンダの首都キガリの様子（小峯撮影） 

 

成長下の不満の成長下の不満の成長下の不満の成長下の不満の蓄積は、サハラ以南アフリカでも進んでいます。蓄積は、サハラ以南アフリカでも進んでいます。蓄積は、サハラ以南アフリカでも進んでいます。蓄積は、サハラ以南アフリカでも進んでいます。

現在都市部では現在都市部では現在都市部では現在都市部ではシシシショッピングモールができ、多くの人が車で買いョッピングモールができ、多くの人が車で買いョッピングモールができ、多くの人が車で買いョッピングモールができ、多くの人が車で買い

物に来たりして、物に来たりして、物に来たりして、物に来たりして、子供がソフトクリームを食べてい子供がソフトクリームを食べてい子供がソフトクリームを食べてい子供がソフトクリームを食べていたりする光景たりする光景たりする光景たりする光景

が見られる。実はそのソフトクリームの値段は、が見られる。実はそのソフトクリームの値段は、が見られる。実はそのソフトクリームの値段は、が見られる。実はそのソフトクリームの値段は、貧困地域の人々貧困地域の人々貧困地域の人々貧困地域の人々

の数食分に相当します。これはの数食分に相当します。これはの数食分に相当します。これはの数食分に相当します。これは驚くべき格差です。一部のエリー驚くべき格差です。一部のエリー驚くべき格差です。一部のエリー驚くべき格差です。一部のエリー

ト、急増する都市中間層の人々と、それ以外の人々との間の格差ト、急増する都市中間層の人々と、それ以外の人々との間の格差ト、急増する都市中間層の人々と、それ以外の人々との間の格差ト、急増する都市中間層の人々と、それ以外の人々との間の格差

が急速に広がりつつあります。このため、サハラ以南アフリカのが急速に広がりつつあります。このため、サハラ以南アフリカのが急速に広がりつつあります。このため、サハラ以南アフリカのが急速に広がりつつあります。このため、サハラ以南アフリカの

あちこちの地方都市で暴動が起こっています。首都近郊は急速にあちこちの地方都市で暴動が起こっています。首都近郊は急速にあちこちの地方都市で暴動が起こっています。首都近郊は急速にあちこちの地方都市で暴動が起こっています。首都近郊は急速に

発発発発展しており、人々もそこに集まってくるようになります。しか展しており、人々もそこに集まってくるようになります。しか展しており、人々もそこに集まってくるようになります。しか展しており、人々もそこに集まってくるようになります。しか

しながら、そこで仕事が見つからずしながら、そこで仕事が見つからずしながら、そこで仕事が見つからずしながら、そこで仕事が見つからず住民は不満を募らせており、住民は不満を募らせており、住民は不満を募らせており、住民は不満を募らせており、

一触即発の状態の地域は少なくありません。暴動の多くは、最近一触即発の状態の地域は少なくありません。暴動の多くは、最近一触即発の状態の地域は少なくありません。暴動の多くは、最近一触即発の状態の地域は少なくありません。暴動の多くは、最近

の石油・食料価格の上昇が、これに火をつけたといえます。の石油・食料価格の上昇が、これに火をつけたといえます。の石油・食料価格の上昇が、これに火をつけたといえます。の石油・食料価格の上昇が、これに火をつけたといえます。    

アフリカ平和再建委員会 活動レポート   

http://www.arc-japan.org            ２０１１年 ７月号  



質問：質問：質問：質問：それではそれではそれではそれでは次にコートジボワールの選挙とそれに続く混乱に次にコートジボワールの選挙とそれに続く混乱に次にコートジボワールの選挙とそれに続く混乱に次にコートジボワールの選挙とそれに続く混乱に

ついてお伺いします。ついてお伺いします。ついてお伺いします。ついてお伺いします。会長はアフリカ各国で行われている選挙に会長はアフリカ各国で行われている選挙に会長はアフリカ各国で行われている選挙に会長はアフリカ各国で行われている選挙に

ついて、また欧米諸国の民主化への圧力、軍事介入にはどのようついて、また欧米諸国の民主化への圧力、軍事介入にはどのようついて、また欧米諸国の民主化への圧力、軍事介入にはどのようついて、また欧米諸国の民主化への圧力、軍事介入にはどのよう

なご意見をお持ちでしょうか。なご意見をお持ちでしょうか。なご意見をお持ちでしょうか。なご意見をお持ちでしょうか。    

 

大林：大林：大林：大林：アフリカの民主化はゆっくりではあるが、確実に進んでいアフリカの民主化はゆっくりではあるが、確実に進んでいアフリカの民主化はゆっくりではあるが、確実に進んでいアフリカの民主化はゆっくりではあるが、確実に進んでい

て、一般市民が政治に参加できる道というのは広がっていると思て、一般市民が政治に参加できる道というのは広がっていると思て、一般市民が政治に参加できる道というのは広がっていると思て、一般市民が政治に参加できる道というのは広がっていると思

っています。民主化っています。民主化っています。民主化っています。民主化後後後後に紛争が広がった時期がありますが、これに紛争が広がった時期がありますが、これに紛争が広がった時期がありますが、これに紛争が広がった時期がありますが、これ

も次も次も次も次第に沈静化しつつあります。私はアフリカの未来の民主化に第に沈静化しつつあります。私はアフリカの未来の民主化に第に沈静化しつつあります。私はアフリカの未来の民主化に第に沈静化しつつあります。私はアフリカの未来の民主化に

関しては関しては関しては関しては楽観視しています。他方、欧米のアフリカ諸国への軍事楽観視しています。他方、欧米のアフリカ諸国への軍事楽観視しています。他方、欧米のアフリカ諸国への軍事楽観視しています。他方、欧米のアフリカ諸国への軍事

介入をどう見る介入をどう見る介入をどう見る介入をどう見るか。これは大変難しい問題で、意見も分かれるかか。これは大変難しい問題で、意見も分かれるかか。これは大変難しい問題で、意見も分かれるかか。これは大変難しい問題で、意見も分かれるか

と思います。と思います。と思います。と思います。欧米の軍事介入が全て悪か欧米の軍事介入が全て悪か欧米の軍事介入が全て悪か欧米の軍事介入が全て悪かったのか、一般の民衆にったのか、一般の民衆にったのか、一般の民衆にったのか、一般の民衆に

被害を与えただけで終わってしまったのか。私はそうは思いませ被害を与えただけで終わってしまったのか。私はそうは思いませ被害を与えただけで終わってしまったのか。私はそうは思いませ被害を与えただけで終わってしまったのか。私はそうは思いませ

ん。少なくともコートジボワールの場合、国連とフランスの軍事ん。少なくともコートジボワールの場合、国連とフランスの軍事ん。少なくともコートジボワールの場合、国連とフランスの軍事ん。少なくともコートジボワールの場合、国連とフランスの軍事

介入は、さまざまな問題がありますが、全体として一般の人の利介入は、さまざまな問題がありますが、全体として一般の人の利介入は、さまざまな問題がありますが、全体として一般の人の利介入は、さまざまな問題がありますが、全体として一般の人の利

益になったと思います。益になったと思います。益になったと思います。益になったと思います。    

 

写真3－コートジボワールでの緊迫した選挙当日の様子（New York 

Times 2011年4月14日） 

 

欧米人が考えるような民主国家が、アフリカですぐに誕生するよ欧米人が考えるような民主国家が、アフリカですぐに誕生するよ欧米人が考えるような民主国家が、アフリカですぐに誕生するよ欧米人が考えるような民主国家が、アフリカですぐに誕生するよ

うなことは考えがたいですが、アフリカの人は外的圧力を利用しうなことは考えがたいですが、アフリカの人は外的圧力を利用しうなことは考えがたいですが、アフリカの人は外的圧力を利用しうなことは考えがたいですが、アフリカの人は外的圧力を利用し

ながらでも社会をより良くしようとしています。問題は、外圧をながらでも社会をより良くしようとしています。問題は、外圧をながらでも社会をより良くしようとしています。問題は、外圧をながらでも社会をより良くしようとしています。問題は、外圧を

自身の自身の自身の自身の利益のためだけに利用する政治家が多くいるということで利益のためだけに利用する政治家が多くいるということで利益のためだけに利用する政治家が多くいるということで利益のためだけに利用する政治家が多くいるということで

す。例えば、民主化によって選挙で勝つというのが当然大事になす。例えば、民主化によって選挙で勝つというのが当然大事になす。例えば、民主化によって選挙で勝つというのが当然大事になす。例えば、民主化によって選挙で勝つというのが当然大事にな

ってきます。一番手っ取り早い勝ち方は、民族対立を煽って、自ってきます。一番手っ取り早い勝ち方は、民族対立を煽って、自ってきます。一番手っ取り早い勝ち方は、民族対立を煽って、自ってきます。一番手っ取り早い勝ち方は、民族対立を煽って、自

分の民族集団からの支持だけを集めて、他の民族は排除し、投票分の民族集団からの支持だけを集めて、他の民族は排除し、投票分の民族集団からの支持だけを集めて、他の民族は排除し、投票分の民族集団からの支持だけを集めて、他の民族は排除し、投票

すらできなくさせてしまうことです。コートジボワールの紛争は、すらできなくさせてしまうことです。コートジボワールの紛争は、すらできなくさせてしまうことです。コートジボワールの紛争は、すらできなくさせてしまうことです。コートジボワールの紛争は、

こうした政治の帰結であり、その典型といえます。紛争の原因はこうした政治の帰結であり、その典型といえます。紛争の原因はこうした政治の帰結であり、その典型といえます。紛争の原因はこうした政治の帰結であり、その典型といえます。紛争の原因は

民主化ではありません。民主化してゲームのルールが変わったの民主化ではありません。民主化してゲームのルールが変わったの民主化ではありません。民主化してゲームのルールが変わったの民主化ではありません。民主化してゲームのルールが変わったの

を、政治家が悪用した結果なのです。を、政治家が悪用した結果なのです。を、政治家が悪用した結果なのです。を、政治家が悪用した結果なのです。    

    

質問：質問：質問：質問：本年本年本年本年 1111月に、スーダン南部地方の独立を問う住民投票が月に、スーダン南部地方の独立を問う住民投票が月に、スーダン南部地方の独立を問う住民投票が月に、スーダン南部地方の独立を問う住民投票が    

実施されました実施されました実施されました実施されました。結果、。結果、。結果、。結果、99999999％以上の人々が北部からの離脱を求め％以上の人々が北部からの離脱を求め％以上の人々が北部からの離脱を求め％以上の人々が北部からの離脱を求め

ていることが明確になりました。これていることが明確になりました。これていることが明確になりました。これていることが明確になりました。これについてどう思われますか。についてどう思われますか。についてどう思われますか。についてどう思われますか。    

 

大林大林大林大林：：：：民族自決は現代世界のルールであり、スーダン南部の人々民族自決は現代世界のルールであり、スーダン南部の人々民族自決は現代世界のルールであり、スーダン南部の人々民族自決は現代世界のルールであり、スーダン南部の人々

の自決も当然の自決も当然の自決も当然の自決も当然支持すべきことであると思います。ただ南部スーダ支持すべきことであると思います。ただ南部スーダ支持すべきことであると思います。ただ南部スーダ支持すべきことであると思います。ただ南部スーダ

ンが今独立して、これから先うまく国として機能していくかと聞ンが今独立して、これから先うまく国として機能していくかと聞ンが今独立して、これから先うまく国として機能していくかと聞ンが今独立して、これから先うまく国として機能していくかと聞

かれると、その未来は困難に満ちていると答えざるをえないでしかれると、その未来は困難に満ちていると答えざるをえないでしかれると、その未来は困難に満ちていると答えざるをえないでしかれると、その未来は困難に満ちていると答えざるをえないでし

ょう。ょう。ょう。ょう。    

 

写真4－南部スーダンの独立支持が圧倒した住民投票（New York 

Times 2011年2月7日） 

 

国家機構が不十分であり、北部との境界国家機構が不十分であり、北部との境界国家機構が不十分であり、北部との境界国家機構が不十分であり、北部との境界問題も抱えています問題も抱えています問題も抱えています問題も抱えています。特。特。特。特

に、国民に対して責任を負い、民主的で情報を隠さない政府が直に、国民に対して責任を負い、民主的で情報を隠さない政府が直に、国民に対して責任を負い、民主的で情報を隠さない政府が直に、国民に対して責任を負い、民主的で情報を隠さない政府が直

ちに作られるとは思えません。特に、生まれたばかり国家の弱さちに作られるとは思えません。特に、生まれたばかり国家の弱さちに作られるとは思えません。特に、生まれたばかり国家の弱さちに作られるとは思えません。特に、生まれたばかり国家の弱さ

を利用して、政治家が国民の犠牲の上に利権を得ようとするかもを利用して、政治家が国民の犠牲の上に利権を得ようとするかもを利用して、政治家が国民の犠牲の上に利権を得ようとするかもを利用して、政治家が国民の犠牲の上に利権を得ようとするかも

しれません。それでは南スーダンの人たちは、自決できる段階にしれません。それでは南スーダンの人たちは、自決できる段階にしれません。それでは南スーダンの人たちは、自決できる段階にしれません。それでは南スーダンの人たちは、自決できる段階に

ないのでしょうか？識字率ないのでしょうか？識字率ないのでしょうか？識字率ないのでしょうか？識字率 100100100100％達成であるとか、産業が自立す％達成であるとか、産業が自立す％達成であるとか、産業が自立す％達成であるとか、産業が自立す

るだとか、様々な前提条件を作りだすのは、住民の自決の足を引るだとか、様々な前提条件を作りだすのは、住民の自決の足を引るだとか、様々な前提条件を作りだすのは、住民の自決の足を引るだとか、様々な前提条件を作りだすのは、住民の自決の足を引

っ張るだけになると思います。独立時点で様々な問題がある、だっ張るだけになると思います。独立時点で様々な問題がある、だっ張るだけになると思います。独立時点で様々な問題がある、だっ張るだけになると思います。独立時点で様々な問題がある、だ

からといって独立すべきでなかいというのは、間違っているのでからといって独立すべきでなかいというのは、間違っているのでからといって独立すべきでなかいというのは、間違っているのでからといって独立すべきでなかいというのは、間違っているので

はないでしょうか。人材育成できてなかったのはないでしょうか。人材育成できてなかったのはないでしょうか。人材育成できてなかったのはないでしょうか。人材育成できてなかったのは、これまでの支は、これまでの支は、これまでの支は、これまでの支

配者の罪であって、決して現地の人々の配者の罪であって、決して現地の人々の配者の罪であって、決して現地の人々の配者の罪であって、決して現地の人々の罪ではない。それを阻ん罪ではない。それを阻ん罪ではない。それを阻ん罪ではない。それを阻ん

できたスーダン政府、それを支えてきたできたスーダン政府、それを支えてきたできたスーダン政府、それを支えてきたできたスーダン政府、それを支えてきた AUAUAUAU、そしてまた国際社、そしてまた国際社、そしてまた国際社、そしてまた国際社

会の罪です。これから先困難な状況は続くでしょうが、わたした会の罪です。これから先困難な状況は続くでしょうが、わたした会の罪です。これから先困難な状況は続くでしょうが、わたした会の罪です。これから先困難な状況は続くでしょうが、わたした

ちも国際社会の一員として、スーダンの人々が自由に自分たちのちも国際社会の一員として、スーダンの人々が自由に自分たちのちも国際社会の一員として、スーダンの人々が自由に自分たちのちも国際社会の一員として、スーダンの人々が自由に自分たちの

生活ができるように、全力で支援していくべきだと思います。生活ができるように、全力で支援していくべきだと思います。生活ができるように、全力で支援していくべきだと思います。生活ができるように、全力で支援していくべきだと思います。    

    

質問：質問：質問：質問：次に、次に、次に、次に、アフリカが世界に与える影響、また会長がアフリカアフリカが世界に与える影響、また会長がアフリカアフリカが世界に与える影響、また会長がアフリカアフリカが世界に与える影響、また会長がアフリカ

の未来、展望に関して特に注目されている点を聞かせてください。の未来、展望に関して特に注目されている点を聞かせてください。の未来、展望に関して特に注目されている点を聞かせてください。の未来、展望に関して特に注目されている点を聞かせてください。    

    

大林大林大林大林：：：：今アフリカは、国際社会の中に重要なメンバーとして再登今アフリカは、国際社会の中に重要なメンバーとして再登今アフリカは、国際社会の中に重要なメンバーとして再登今アフリカは、国際社会の中に重要なメンバーとして再登

場しつつある時期にあると場しつつある時期にあると場しつつある時期にあると場しつつある時期にあると思います。思います。思います。思います。1970197019701970年代半ばから年代半ばから年代半ばから年代半ばから 90909090年代年代年代年代

後半まで、アフリカの世界貿易におけるシェアは減少し、国際政後半まで、アフリカの世界貿易におけるシェアは減少し、国際政後半まで、アフリカの世界貿易におけるシェアは減少し、国際政後半まで、アフリカの世界貿易におけるシェアは減少し、国際政

治における役割も低下していきました。治における役割も低下していきました。治における役割も低下していきました。治における役割も低下していきました。今では状況が一変し、ア今では状況が一変し、ア今では状況が一変し、ア今では状況が一変し、ア

フリカの成長率は回復し、貿易量は増加し、経済的な重要性も増フリカの成長率は回復し、貿易量は増加し、経済的な重要性も増フリカの成長率は回復し、貿易量は増加し、経済的な重要性も増フリカの成長率は回復し、貿易量は増加し、経済的な重要性も増

えてきています。地下に眠る豊富な天然資源も国際社会の注目をえてきています。地下に眠る豊富な天然資源も国際社会の注目をえてきています。地下に眠る豊富な天然資源も国際社会の注目をえてきています。地下に眠る豊富な天然資源も国際社会の注目を

集めています。さらに、将来の大消費市場（集めています。さらに、将来の大消費市場（集めています。さらに、将来の大消費市場（集めています。さらに、将来の大消費市場（marketmarketmarketmarket）としても重）としても重）としても重）としても重

要視されています。そのため、外国からの投資が急激に増加して要視されています。そのため、外国からの投資が急激に増加して要視されています。そのため、外国からの投資が急激に増加して要視されています。そのため、外国からの投資が急激に増加して

います。こういう状況は更にこれから加速されていくのではないいます。こういう状況は更にこれから加速されていくのではないいます。こういう状況は更にこれから加速されていくのではないいます。こういう状況は更にこれから加速されていくのではない

でしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。またまたまたまた、現時点では鉱物資源が注目されていますが、、現時点では鉱物資源が注目されていますが、、現時点では鉱物資源が注目されていますが、、現時点では鉱物資源が注目されていますが、    

今今今今後農業地域としてアフリカが注目されるだろうと考えています。後農業地域としてアフリカが注目されるだろうと考えています。後農業地域としてアフリカが注目されるだろうと考えています。後農業地域としてアフリカが注目されるだろうと考えています。

アフリカには非常に広大な土地があり、農業のアフリカには非常に広大な土地があり、農業のアフリカには非常に広大な土地があり、農業のアフリカには非常に広大な土地があり、農業の potentialpotentialpotentialpotentialがかなりがかなりがかなりがかなり

高い。暮らしへの影響は、投資が鉱物資源に向か高い。暮らしへの影響は、投資が鉱物資源に向か高い。暮らしへの影響は、投資が鉱物資源に向か高い。暮らしへの影響は、投資が鉱物資源に向かうか、農業に向うか、農業に向うか、農業に向うか、農業に向

かうかでかうかでかうかでかうかで大きな違いがあります。鉱物資源投資は政府にはよいが、大きな違いがあります。鉱物資源投資は政府にはよいが、大きな違いがあります。鉱物資源投資は政府にはよいが、大きな違いがあります。鉱物資源投資は政府にはよいが、



暮らしには多くの悪影響があります。例えば石油を掘る場合雇用暮らしには多くの悪影響があります。例えば石油を掘る場合雇用暮らしには多くの悪影響があります。例えば石油を掘る場合雇用暮らしには多くの悪影響があります。例えば石油を掘る場合雇用

はあまり増えません。なぜなら、外国人技術者が採掘の中心であはあまり増えません。なぜなら、外国人技術者が採掘の中心であはあまり増えません。なぜなら、外国人技術者が採掘の中心であはあまり増えません。なぜなら、外国人技術者が採掘の中心であ

り、しかも人手はあまり必要としない。つまり現地労働者の雇用り、しかも人手はあまり必要としない。つまり現地労働者の雇用り、しかも人手はあまり必要としない。つまり現地労働者の雇用り、しかも人手はあまり必要としない。つまり現地労働者の雇用

は少数にとどまります。政府に石油の代金の一部は入るが、一般は少数にとどまります。政府に石油の代金の一部は入るが、一般は少数にとどまります。政府に石油の代金の一部は入るが、一般は少数にとどまります。政府に石油の代金の一部は入るが、一般

の人にはお金が回ってきません。反対にの人にはお金が回ってきません。反対にの人にはお金が回ってきません。反対にの人にはお金が回ってきません。反対に石油産業が原因で他の産石油産業が原因で他の産石油産業が原因で他の産石油産業が原因で他の産

業には資金が回らず、政策面でも無視されて衰えてしまう恐れも業には資金が回らず、政策面でも無視されて衰えてしまう恐れも業には資金が回らず、政策面でも無視されて衰えてしまう恐れも業には資金が回らず、政策面でも無視されて衰えてしまう恐れも

孕んでいます。政治的にも、政府は国民からの税金と無関係にお孕んでいます。政治的にも、政府は国民からの税金と無関係にお孕んでいます。政治的にも、政府は国民からの税金と無関係にお孕んでいます。政治的にも、政府は国民からの税金と無関係にお

金が入ってくるので、国民のことを忘れがちになります。金が入ってくるので、国民のことを忘れがちになります。金が入ってくるので、国民のことを忘れがちになります。金が入ってくるので、国民のことを忘れがちになります。    

 
写真5－ルワンダの農村の様子（小峯撮影） 

    

しかし農業を担うのは農民です。政府は農民の税金に頼らなくてしかし農業を担うのは農民です。政府は農民の税金に頼らなくてしかし農業を担うのは農民です。政府は農民の税金に頼らなくてしかし農業を担うのは農民です。政府は農民の税金に頼らなくて

はならず、税金の支払い者であり、国の富を生産している農民にはならず、税金の支払い者であり、国の富を生産している農民にはならず、税金の支払い者であり、国の富を生産している農民にはならず、税金の支払い者であり、国の富を生産している農民に

気を使わずにはいられません。アフリカの農業が輸出産業として気を使わずにはいられません。アフリカの農業が輸出産業として気を使わずにはいられません。アフリカの農業が輸出産業として気を使わずにはいられません。アフリカの農業が輸出産業として

成長すると、アフリカの政治成長すると、アフリカの政治成長すると、アフリカの政治成長すると、アフリカの政治、文化は大きく変化するでしょう。、文化は大きく変化するでしょう。、文化は大きく変化するでしょう。、文化は大きく変化するでしょう。

なぜならアフリカ人の多くは元来農民であって、生活や考え方のなぜならアフリカ人の多くは元来農民であって、生活や考え方のなぜならアフリカ人の多くは元来農民であって、生活や考え方のなぜならアフリカ人の多くは元来農民であって、生活や考え方の

基礎は農業や農基礎は農業や農基礎は農業や農基礎は農業や農村のあり方にあります。村のあり方にあります。村のあり方にあります。村のあり方にあります。農業や農村の変化はアフ農業や農村の変化はアフ農業や農村の変化はアフ農業や農村の変化はアフ

リカ人リカ人リカ人リカ人を変えることになるはずです。を変えることになるはずです。を変えることになるはずです。を変えることになるはずです。しかしながら、そうならなしかしながら、そうならなしかしながら、そうならなしかしながら、そうならな

いシナリオも考えられます。それは外国資本が政府と話し合い、いシナリオも考えられます。それは外国資本が政府と話し合い、いシナリオも考えられます。それは外国資本が政府と話し合い、いシナリオも考えられます。それは外国資本が政府と話し合い、

土地を全て買い占めて大農園をつくることです。政治家は自分の土地を全て買い占めて大農園をつくることです。政治家は自分の土地を全て買い占めて大農園をつくることです。政治家は自分の土地を全て買い占めて大農園をつくることです。政治家は自分の

利益になるので、広大な土地を利益になるので、広大な土地を利益になるので、広大な土地を利益になるので、広大な土地を 99999999年貸すことを約束しかねません。年貸すことを約束しかねません。年貸すことを約束しかねません。年貸すことを約束しかねません。

現地の現地の現地の現地の農民は土地農民は土地農民は土地農民は土地を奪われ、大農園で農業労働者として働かされを奪われ、大農園で農業労働者として働かされを奪われ、大農園で農業労働者として働かされを奪われ、大農園で農業労働者として働かされ

る。こうした状況下では、富は外国資本と政府の間だけで分けらる。こうした状況下では、富は外国資本と政府の間だけで分けらる。こうした状況下では、富は外国資本と政府の間だけで分けらる。こうした状況下では、富は外国資本と政府の間だけで分けら

れるれるれるれる。これは農業の「石油化」です。石油採掘と。これは農業の「石油化」です。石油採掘と。これは農業の「石油化」です。石油採掘と。これは農業の「石油化」です。石油採掘と同じように、国同じように、国同じように、国同じように、国

民の暮らしはよくならず、国民を無視した政治がはびこるおそれ民の暮らしはよくならず、国民を無視した政治がはびこるおそれ民の暮らしはよくならず、国民を無視した政治がはびこるおそれ民の暮らしはよくならず、国民を無視した政治がはびこるおそれ

があります。これはとても悪いシナリオです。があります。これはとても悪いシナリオです。があります。これはとても悪いシナリオです。があります。これはとても悪いシナリオです。私は、現在のアフ私は、現在のアフ私は、現在のアフ私は、現在のアフ

リカにとっての一番大きな選択はここにあると考えています。一リカにとっての一番大きな選択はここにあると考えています。一リカにとっての一番大きな選択はここにあると考えています。一リカにとっての一番大きな選択はここにあると考えています。一

般の人が担う農業なのか、大資本が担う農業なのかですね。残念般の人が担う農業なのか、大資本が担う農業なのかですね。残念般の人が担う農業なのか、大資本が担う農業なのかですね。残念般の人が担う農業なのか、大資本が担う農業なのかですね。残念

ながら、ながら、ながら、ながら、アフリカの各地で外国投資による土地の買い占めが起きアフリカの各地で外国投資による土地の買い占めが起きアフリカの各地で外国投資による土地の買い占めが起きアフリカの各地で外国投資による土地の買い占めが起き

ています。私は、日本資本がアフリています。私は、日本資本がアフリています。私は、日本資本がアフリています。私は、日本資本がアフリカの土地を買い占めに参加すカの土地を買い占めに参加すカの土地を買い占めに参加すカの土地を買い占めに参加す

ることを、許してはならないと思います。ることを、許してはならないと思います。ることを、許してはならないと思います。ることを、許してはならないと思います。むしろアフリカの農民、むしろアフリカの農民、むしろアフリカの農民、むしろアフリカの農民、

農業組合と連携して、農民による農業を支援し、日本の食料も確農業組合と連携して、農民による農業を支援し、日本の食料も確農業組合と連携して、農民による農業を支援し、日本の食料も確農業組合と連携して、農民による農業を支援し、日本の食料も確

保するという道を選ぶべきです。ア保するという道を選ぶべきです。ア保するという道を選ぶべきです。ア保するという道を選ぶべきです。アフリカはやがて農産物の供給フリカはやがて農産物の供給フリカはやがて農産物の供給フリカはやがて農産物の供給

地として、重要なパートナーになっていくだろうし、政治的にも地として、重要なパートナーになっていくだろうし、政治的にも地として、重要なパートナーになっていくだろうし、政治的にも地として、重要なパートナーになっていくだろうし、政治的にも

今より大きな役割を果たすことになるのではと考えます。今より大きな役割を果たすことになるのではと考えます。今より大きな役割を果たすことになるのではと考えます。今より大きな役割を果たすことになるのではと考えます。    

    

質問：質問：質問：質問：大林会長はザンビアに行かれていたそうですが、そこでの大林会長はザンビアに行かれていたそうですが、そこでの大林会長はザンビアに行かれていたそうですが、そこでの大林会長はザンビアに行かれていたそうですが、そこでの

体験、活動等についてお聞かせ下さい。体験、活動等についてお聞かせ下さい。体験、活動等についてお聞かせ下さい。体験、活動等についてお聞かせ下さい。    

 
大林：大林：大林：大林：ザンビアへは現金移転（日本では現金給付といいますが、ザンビアへは現金移転（日本では現金給付といいますが、ザンビアへは現金移転（日本では現金給付といいますが、ザンビアへは現金移転（日本では現金給付といいますが、 

 

写真6－ルワンダの農村の子供たち（小峯撮影） 

    

「給」は「たまわる」とよみ、尊大な感じがするので移転としま「給」は「たまわる」とよみ、尊大な感じがするので移転としま「給」は「たまわる」とよみ、尊大な感じがするので移転としま「給」は「たまわる」とよみ、尊大な感じがするので移転としま

した）プロジェクトの進行具合を見に行きました。これは、社会した）プロジェクトの進行具合を見に行きました。これは、社会した）プロジェクトの進行具合を見に行きました。これは、社会した）プロジェクトの進行具合を見に行きました。これは、社会

保護政策の一環で、日本の生活保護に相当します。保護政策の一環で、日本の生活保護に相当します。保護政策の一環で、日本の生活保護に相当します。保護政策の一環で、日本の生活保護に相当します。私自身現地で私自身現地で私自身現地で私自身現地で

一番強く感じたのは、援助の大半はこのような形態にしてもいい一番強く感じたのは、援助の大半はこのような形態にしてもいい一番強く感じたのは、援助の大半はこのような形態にしてもいい一番強く感じたのは、援助の大半はこのような形態にしてもいい

のではないかということです。のではないかということです。のではないかということです。のではないかということです。    

    ODAODAODAODAというと、様々な仕組みをあちこちで試験的に実施し、成というと、様々な仕組みをあちこちで試験的に実施し、成というと、様々な仕組みをあちこちで試験的に実施し、成というと、様々な仕組みをあちこちで試験的に実施し、成

功すれば政府に全国化を要請しますが、実際はほとんど全国化さ功すれば政府に全国化を要請しますが、実際はほとんど全国化さ功すれば政府に全国化を要請しますが、実際はほとんど全国化さ功すれば政府に全国化を要請しますが、実際はほとんど全国化さ

れていません。れていません。れていません。れていません。3333 年ぐらいプロジェクトを行い、その後引き上げ年ぐらいプロジェクトを行い、その後引き上げ年ぐらいプロジェクトを行い、その後引き上げ年ぐらいプロジェクトを行い、その後引き上げ

てしまうと、現地の政府はやる気がなくなり、また元の状態に逆てしまうと、現地の政府はやる気がなくなり、また元の状態に逆てしまうと、現地の政府はやる気がなくなり、また元の状態に逆てしまうと、現地の政府はやる気がなくなり、また元の状態に逆

戻りしてしまうケースが多いのです。もし援助の目的が真に貧困戻りしてしまうケースが多いのです。もし援助の目的が真に貧困戻りしてしまうケースが多いのです。もし援助の目的が真に貧困戻りしてしまうケースが多いのです。もし援助の目的が真に貧困

削減であるならば、いっそのこと社会保護政策をアフリカ各国の削減であるならば、いっそのこと社会保護政策をアフリカ各国の削減であるならば、いっそのこと社会保護政策をアフリカ各国の削減であるならば、いっそのこと社会保護政策をアフリカ各国の

政府に採用してもらい、資金不足が問題だったら、援助のお金を政府に採用してもらい、資金不足が問題だったら、援助のお金を政府に採用してもらい、資金不足が問題だったら、援助のお金を政府に採用してもらい、資金不足が問題だったら、援助のお金を

全部全部全部全部そちらにまわすという方式に転換してもいいのではないかとそちらにまわすという方式に転換してもいいのではないかとそちらにまわすという方式に転換してもいいのではないかとそちらにまわすという方式に転換してもいいのではないかと

思いました。学校の数が足りないのは事実ですが、たとえ学校が思いました。学校の数が足りないのは事実ですが、たとえ学校が思いました。学校の数が足りないのは事実ですが、たとえ学校が思いました。学校の数が足りないのは事実ですが、たとえ学校が

できても通えない子供はたくさんいるのです。日本できても通えない子供はたくさんいるのです。日本できても通えない子供はたくさんいるのです。日本できても通えない子供はたくさんいるのです。日本のののの ODAODAODAODA は、は、は、は、

教育事業、農業教育事業、農業教育事業、農業教育事業、農業、道路建設など様々な分野の政府の能力強化に当、道路建設など様々な分野の政府の能力強化に当、道路建設など様々な分野の政府の能力強化に当、道路建設など様々な分野の政府の能力強化に当

てられていますが、ハコモノが残る以外は特筆されるような成果てられていますが、ハコモノが残る以外は特筆されるような成果てられていますが、ハコモノが残る以外は特筆されるような成果てられていますが、ハコモノが残る以外は特筆されるような成果

をあげていません。もう非効率な援助はやめて、莫大な資金を直をあげていません。もう非効率な援助はやめて、莫大な資金を直をあげていません。もう非効率な援助はやめて、莫大な資金を直をあげていません。もう非効率な援助はやめて、莫大な資金を直

接国民の貧困層に提供したらどうかというのが私の提案です。貧接国民の貧困層に提供したらどうかというのが私の提案です。貧接国民の貧困層に提供したらどうかというのが私の提案です。貧接国民の貧困層に提供したらどうかというのが私の提案です。貧

困をなくすためにはなにが必要か、また効果的なお金の使い道は困をなくすためにはなにが必要か、また効果的なお金の使い道は困をなくすためにはなにが必要か、また効果的なお金の使い道は困をなくすためにはなにが必要か、また効果的なお金の使い道は

ななななにか、彼ら自身が一番よく知っているはずです。そうすにか、彼ら自身が一番よく知っているはずです。そうすにか、彼ら自身が一番よく知っているはずです。そうすにか、彼ら自身が一番よく知っているはずです。そうすると、ると、ると、ると、

従来の援助においての従来の援助においての従来の援助においての従来の援助においてのめんどうな過程が一切必要なくなり、貧困めんどうな過程が一切必要なくなり、貧困めんどうな過程が一切必要なくなり、貧困めんどうな過程が一切必要なくなり、貧困

者へのインパクトは何倍にもなります。貧乏な家庭も子供を学校者へのインパクトは何倍にもなります。貧乏な家庭も子供を学校者へのインパクトは何倍にもなります。貧乏な家庭も子供を学校者へのインパクトは何倍にもなります。貧乏な家庭も子供を学校

に行かせる余裕が出てきます。お金を手にした貧困者は、学校をに行かせる余裕が出てきます。お金を手にした貧困者は、学校をに行かせる余裕が出てきます。お金を手にした貧困者は、学校をに行かせる余裕が出てきます。お金を手にした貧困者は、学校を

求めて声をあげるか、自分たちで求めて声をあげるか、自分たちで求めて声をあげるか、自分たちで求めて声をあげるか、自分たちで学校建設、運営の学校建設、運営の学校建設、運営の学校建設、運営の一部を負担す一部を負担す一部を負担す一部を負担す

ることも可能ることも可能ることも可能ることも可能でしょうでしょうでしょうでしょう。従来の日本の援助は。従来の日本の援助は。従来の日本の援助は。従来の日本の援助は大半が政府への援助大半が政府への援助大半が政府への援助大半が政府への援助

でした。こでした。こでした。こでした。これからは、それを貧困者に提供することを検討すべきれからは、それを貧困者に提供することを検討すべきれからは、それを貧困者に提供することを検討すべきれからは、それを貧困者に提供することを検討すべき

です。です。です。です。私たちは、アフリカ私たちは、アフリカ私たちは、アフリカ私たちは、アフリカの貧困者のためにお金を出しているわの貧困者のためにお金を出しているわの貧困者のためにお金を出しているわの貧困者のためにお金を出しているわ

けで、けで、けで、けで、政府役人を訓練するために出しているのではありません。政府役人を訓練するために出しているのではありません。政府役人を訓練するために出しているのではありません。政府役人を訓練するために出しているのではありません。    

しかし実際には、最も貧乏な人々はみじんのしかし実際には、最も貧乏な人々はみじんのしかし実際には、最も貧乏な人々はみじんのしかし実際には、最も貧乏な人々はみじんの援助も受けたことが援助も受けたことが援助も受けたことが援助も受けたことが

ないのです。受け取っているのは、現地の役人、そして日本の役ないのです。受け取っているのは、現地の役人、そして日本の役ないのです。受け取っているのは、現地の役人、そして日本の役ないのです。受け取っているのは、現地の役人、そして日本の役

人、援助産業、関係企業です。真剣に貧困を削減しようと思った人、援助産業、関係企業です。真剣に貧困を削減しようと思った人、援助産業、関係企業です。真剣に貧困を削減しようと思った人、援助産業、関係企業です。真剣に貧困を削減しようと思った

ら、よりストレートで、よりシンプルで、そしてより効果的な方ら、よりストレートで、よりシンプルで、そしてより効果的な方ら、よりストレートで、よりシンプルで、そしてより効果的な方ら、よりストレートで、よりシンプルで、そしてより効果的な方

法があるはずです。それは社会保障のような政策ではないかと私法があるはずです。それは社会保障のような政策ではないかと私法があるはずです。それは社会保障のような政策ではないかと私法があるはずです。それは社会保障のような政策ではないかと私

は思っています。「貧困国に社会保障はまだ早い」というかもしれは思っています。「貧困国に社会保障はまだ早い」というかもしれは思っています。「貧困国に社会保障はまだ早い」というかもしれは思っています。「貧困国に社会保障はまだ早い」というかもしれ

ません。しかし、援助が世界的な社会保障の役割を果たすことはません。しかし、援助が世界的な社会保障の役割を果たすことはません。しかし、援助が世界的な社会保障の役割を果たすことはません。しかし、援助が世界的な社会保障の役割を果たすことは



可能だと思います。可能だと思います。可能だと思います。可能だと思います。 

    

吉田吉田吉田吉田：日本のＯＤＡの資金：日本のＯＤＡの資金：日本のＯＤＡの資金：日本のＯＤＡの資金はどのようはどのようはどのようはどのようにににに分配されているのでしょ分配されているのでしょ分配されているのでしょ分配されているのでしょ

うか。うか。うか。うか。また重点援助国などは決められているのでしょうか。また重点援助国などは決められているのでしょうか。また重点援助国などは決められているのでしょうか。また重点援助国などは決められているのでしょうか。    

    

大林大林大林大林：：：：日本の日本の日本の日本の ODAODAODAODA の約の約の約の約 6666 割はアジア諸国にあてられており、そ割はアジア諸国にあてられており、そ割はアジア諸国にあてられており、そ割はアジア諸国にあてられており、そ

れも比較的所得の高い国に対しての援助が多い傾向が見られます。れも比較的所得の高い国に対しての援助が多い傾向が見られます。れも比較的所得の高い国に対しての援助が多い傾向が見られます。れも比較的所得の高い国に対しての援助が多い傾向が見られます。

一方で最貧国に対しての一方で最貧国に対しての一方で最貧国に対しての一方で最貧国に対しての ODAODAODAODA の割合は少なく、もっとも貧しいの割合は少なく、もっとも貧しいの割合は少なく、もっとも貧しいの割合は少なく、もっとも貧しい

地域であるアフリカの割合も少ない。それではアフリカの中での地域であるアフリカの割合も少ない。それではアフリカの中での地域であるアフリカの割合も少ない。それではアフリカの中での地域であるアフリカの割合も少ない。それではアフリカの中での

分配は一体どうなっているのか。これまた所得の低い国地域に多分配は一体どうなっているのか。これまた所得の低い国地域に多分配は一体どうなっているのか。これまた所得の低い国地域に多分配は一体どうなっているのか。これまた所得の低い国地域に多

く分配されているとは限らないのです。私たちが行った統計分析く分配されているとは限らないのです。私たちが行った統計分析く分配されているとは限らないのです。私たちが行った統計分析く分配されているとは限らないのです。私たちが行った統計分析

によると、日本のアフリカ援助の分配に関して、各国別の一人当によると、日本のアフリカ援助の分配に関して、各国別の一人当によると、日本のアフリカ援助の分配に関して、各国別の一人当によると、日本のアフリカ援助の分配に関して、各国別の一人当

たりの所得とは何の相関関係もないことが判明しました。唯一相たりの所得とは何の相関関係もないことが判明しました。唯一相たりの所得とは何の相関関係もないことが判明しました。唯一相たりの所得とは何の相関関係もないことが判明しました。唯一相

関していたのは、日本の大使館がある国に対しての分配が関していたのは、日本の大使館がある国に対しての分配が関していたのは、日本の大使館がある国に対しての分配が関していたのは、日本の大使館がある国に対しての分配が多いと多いと多いと多いと

いうことです。大使館を設置しているということは、日本にとっいうことです。大使館を設置しているということは、日本にとっいうことです。大使館を設置しているということは、日本にとっいうことです。大使館を設置しているということは、日本にとっ

ての外交的な重要性が高いことを意味しています。ての外交的な重要性が高いことを意味しています。ての外交的な重要性が高いことを意味しています。ての外交的な重要性が高いことを意味しています。    

    

写真7－大林会長、ザンビアの人々と共に（大林撮影） 

    

つまり、対アフリカ援助は外交的受容性に基づいて配分されておつまり、対アフリカ援助は外交的受容性に基づいて配分されておつまり、対アフリカ援助は外交的受容性に基づいて配分されておつまり、対アフリカ援助は外交的受容性に基づいて配分されてお

り、貧困状況はまったく考慮されていないのです。その配分を一り、貧困状況はまったく考慮されていないのです。その配分を一り、貧困状況はまったく考慮されていないのです。その配分を一り、貧困状況はまったく考慮されていないのです。その配分を一

体誰が決めているのでしょうか。日本国民もアフリカの人々も全体誰が決めているのでしょうか。日本国民もアフリカの人々も全体誰が決めているのでしょうか。日本国民もアフリカの人々も全体誰が決めているのでしょうか。日本国民もアフリカの人々も全

く関知していません。アフリカ諸国の政府すらも関与していませく関知していません。アフリカ諸国の政府すらも関与していませく関知していません。アフリカ諸国の政府すらも関与していませく関知していません。アフリカ諸国の政府すらも関与していませ

ん。日本の外務官僚がほとんど全て独断でやっているといってもん。日本の外務官僚がほとんど全て独断でやっているといってもん。日本の外務官僚がほとんど全て独断でやっているといってもん。日本の外務官僚がほとんど全て独断でやっているといっても

過言ではないと思います。まず彼らは国内の様々な圧過言ではないと思います。まず彼らは国内の様々な圧過言ではないと思います。まず彼らは国内の様々な圧過言ではないと思います。まず彼らは国内の様々な圧力を受け、力を受け、力を受け、力を受け、

特に日本の各省庁と財界からの要請を聞き、そして彼らの意に沿特に日本の各省庁と財界からの要請を聞き、そして彼らの意に沿特に日本の各省庁と財界からの要請を聞き、そして彼らの意に沿特に日本の各省庁と財界からの要請を聞き、そして彼らの意に沿

うように全力を尽くす。政治家も国会もアフリカ援助の配分にはうように全力を尽くす。政治家も国会もアフリカ援助の配分にはうように全力を尽くす。政治家も国会もアフリカ援助の配分にはうように全力を尽くす。政治家も国会もアフリカ援助の配分には

ほとんど関心がありません。ほとんど関心がありません。ほとんど関心がありません。ほとんど関心がありません。    

    そして一番深刻な問題は、アフリカの人々は援助については全そして一番深刻な問題は、アフリカの人々は援助については全そして一番深刻な問題は、アフリカの人々は援助については全そして一番深刻な問題は、アフリカの人々は援助については全

く何も知らされていないということです。そもそも援助のく何も知らされていないということです。そもそも援助のく何も知らされていないということです。そもそも援助のく何も知らされていないということです。そもそも援助のあり方あり方あり方あり方

というのは、受け手の国民と我々が相談すべきことです。というのは、受け手の国民と我々が相談すべきことです。というのは、受け手の国民と我々が相談すべきことです。というのは、受け手の国民と我々が相談すべきことです。日本国日本国日本国日本国

民とアフリカの人々が共に議論し、第一の目的は貧困削減、、経済民とアフリカの人々が共に議論し、第一の目的は貧困削減、、経済民とアフリカの人々が共に議論し、第一の目的は貧困削減、、経済民とアフリカの人々が共に議論し、第一の目的は貧困削減、、経済

成長にはこの程度の資金を当てましょうなど、原則に双方で合意成長にはこの程度の資金を当てましょうなど、原則に双方で合意成長にはこの程度の資金を当てましょうなど、原則に双方で合意成長にはこの程度の資金を当てましょうなど、原則に双方で合意

に達した上で、それを現地政府と日本政府が共同事業として執行に達した上で、それを現地政府と日本政府が共同事業として執行に達した上で、それを現地政府と日本政府が共同事業として執行に達した上で、それを現地政府と日本政府が共同事業として執行

するといするといするといするというのが本来のあり方のはずですうのが本来のあり方のはずですうのが本来のあり方のはずですうのが本来のあり方のはずです。主人は国民のはずなの。主人は国民のはずなの。主人は国民のはずなの。主人は国民のはずなの

に、雇われ人の日本政府が勝手に色々に、雇われ人の日本政府が勝手に色々に、雇われ人の日本政府が勝手に色々に、雇われ人の日本政府が勝手に色々決決決決めているのめているのめているのめているのです。また援です。また援です。また援です。また援

助がうまく使われているか知っているアフリカの人々の声は誰も助がうまく使われているか知っているアフリカの人々の声は誰も助がうまく使われているか知っているアフリカの人々の声は誰も助がうまく使われているか知っているアフリカの人々の声は誰も

きこうときこうときこうときこうとしません。これでは、まったくのしません。これでは、まったくのしません。これでは、まったくのしません。これでは、まったくの不健全なシステムです。不健全なシステムです。不健全なシステムです。不健全なシステムです。

政府役人を批判することは可能ですが、国民がだらしないとも言政府役人を批判することは可能ですが、国民がだらしないとも言政府役人を批判することは可能ですが、国民がだらしないとも言政府役人を批判することは可能ですが、国民がだらしないとも言

えるのではないでしょうか。悪い援助は単なる無駄遣いにおわらえるのではないでしょうか。悪い援助は単なる無駄遣いにおわらえるのではないでしょうか。悪い援助は単なる無駄遣いにおわらえるのではないでしょうか。悪い援助は単なる無駄遣いにおわら

ず、相手国民の暮らしに悪影響を及ぼします。ず、相手国民の暮らしに悪影響を及ぼします。ず、相手国民の暮らしに悪影響を及ぼします。ず、相手国民の暮らしに悪影響を及ぼします。我々は日本国民と我々は日本国民と我々は日本国民と我々は日本国民と

して、して、して、して、政府に改善を求める義務と責任があると思います。政府に改善を求める義務と責任があると思います。政府に改善を求める義務と責任があると思います。政府に改善を求める義務と責任があると思います。    

    

――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊――＊―＊―＊―＊―――――    

＜インタビューを終えて＞＜インタビューを終えて＞＜インタビューを終えて＞＜インタビューを終えて＞    

本当に内容の濃いお話を聞かせて頂くことができました。本当に内容の濃いお話を聞かせて頂くことができました。本当に内容の濃いお話を聞かせて頂くことができました。本当に内容の濃いお話を聞かせて頂くことができました。現在北現在北現在北現在北

アフリカで起こっている民主化の動きの根本原因から、大林会長アフリカで起こっている民主化の動きの根本原因から、大林会長アフリカで起こっている民主化の動きの根本原因から、大林会長アフリカで起こっている民主化の動きの根本原因から、大林会長

自らザンビアへ行かれた時自らザンビアへ行かれた時自らザンビアへ行かれた時自らザンビアへ行かれた時の経験など、多岐に渡ってお話して頂の経験など、多岐に渡ってお話して頂の経験など、多岐に渡ってお話して頂の経験など、多岐に渡ってお話して頂

きました。きました。きました。きました。大林先生がおっしゃられたことで最も印象に残ってい大林先生がおっしゃられたことで最も印象に残ってい大林先生がおっしゃられたことで最も印象に残ってい大林先生がおっしゃられたことで最も印象に残ってい

ることが、「世界は一つである」ということです。日本にいながら、ることが、「世界は一つである」ということです。日本にいながら、ることが、「世界は一つである」ということです。日本にいながら、ることが、「世界は一つである」ということです。日本にいながら、

なぜアフリカ？なぜアフリカ？なぜアフリカ？なぜアフリカ？なぜ紛争を研究する？なぜ紛争を研究する？なぜ紛争を研究する？なぜ紛争を研究する？と思う人もいるかもしれまと思う人もいるかもしれまと思う人もいるかもしれまと思う人もいるかもしれま

せんが、困難な状況にある人々に救いの手を差し伸べ、共によりせんが、困難な状況にある人々に救いの手を差し伸べ、共によりせんが、困難な状況にある人々に救いの手を差し伸べ、共によりせんが、困難な状況にある人々に救いの手を差し伸べ、共により

良い未来を創造していくことが、我々「世界市民」の果たすべき良い未来を創造していくことが、我々「世界市民」の果たすべき良い未来を創造していくことが、我々「世界市民」の果たすべき良い未来を創造していくことが、我々「世界市民」の果たすべき

使命ではないか使命ではないか使命ではないか使命ではないかと実感しました。と実感しました。と実感しました。と実感しました。自分自身アフリカの紛争、平和自分自身アフリカの紛争、平和自分自身アフリカの紛争、平和自分自身アフリカの紛争、平和

構築、また国連ＰＫＯのアフリカでの活動についても興味がある構築、また国連ＰＫＯのアフリカでの活動についても興味がある構築、また国連ＰＫＯのアフリカでの活動についても興味がある構築、また国連ＰＫＯのアフリカでの活動についても興味がある

ので、これからもアフリカの子どもたちにより良い世界を作るたので、これからもアフリカの子どもたちにより良い世界を作るたので、これからもアフリカの子どもたちにより良い世界を作るたので、これからもアフリカの子どもたちにより良い世界を作るた

め、日々精進してまいります。め、日々精進してまいります。め、日々精進してまいります。め、日々精進してまいります。    

ARCARCARCARCインターン生インターン生インターン生インターン生    吉田祐吉田祐吉田祐吉田祐樹樹樹樹    

  

 

ARCARCARCARCインターンインターンインターンインターン    吉田祐吉田祐吉田祐吉田祐樹樹樹樹    

1989198919891989 年、年、年、年、大阪府茨木市に生まれる。関大阪府茨木市に生まれる。関大阪府茨木市に生まれる。関大阪府茨木市に生まれる。関

西創価中、関西創価高校を経て、現在ア西創価中、関西創価高校を経て、現在ア西創価中、関西創価高校を経て、現在ア西創価中、関西創価高校を経て、現在ア

メリカ創価大学のメリカ創価大学のメリカ創価大学のメリカ創価大学の 4444 年生。大学年生。大学年生。大学年生。大学 2222 年時年時年時年時

より、アメリカ、カリフォルニア州をより、アメリカ、カリフォルニア州をより、アメリカ、カリフォルニア州をより、アメリカ、カリフォルニア州を拠拠拠拠

点としている点としている点としている点としている International Orphan International Orphan International Orphan International Orphan 

Care (IOC) Care (IOC) Care (IOC) Care (IOC) というアフガニスタンの孤というアフガニスタンの孤というアフガニスタンの孤というアフガニスタンの孤

児を様々な面か児を様々な面か児を様々な面か児を様々な面からサポートするらサポートするらサポートするらサポートする NGONGONGONGO

でインターンシップを始め、でインターンシップを始め、でインターンシップを始め、でインターンシップを始め、NGONGONGONGOでの活動に興味を持つ。大学ででの活動に興味を持つ。大学ででの活動に興味を持つ。大学ででの活動に興味を持つ。大学で

の専門分野は国際関係学、紛争解決学、またアフリカでの国連平の専門分野は国際関係学、紛争解決学、またアフリカでの国連平の専門分野は国際関係学、紛争解決学、またアフリカでの国連平の専門分野は国際関係学、紛争解決学、またアフリカでの国連平

和維持活動にも関心がある。和維持活動にも関心がある。和維持活動にも関心がある。和維持活動にも関心がある。    
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ツイッター始めました！アフリカの紛争と平和に関

するイベントや情報の発信をしています！ 

                        @ArcJapanNews@ArcJapanNews@ArcJapanNews@ArcJapanNews    
            どんどんフォローしてください！ 


