
はじめに＊1

コロナ渦により運用が延期されてきたアフリカ大陸
自 由 貿 易 圏（African Continental Free Trade 
Area：AfCFTA）は、2021年1月からの開始が採択
され、人口規模12億人、GDP3.4兆ドルの巨大な自
由 貿 易 圏 が 始 動 す る。AfCFTAは ア フ リ カ 連 合

（African Union：AU）が掲げるアジェンダ2063
（Agenda 2063）の取組の一つであり、AfCFTAによ
り、アフリカ域内貿易の活性化、雇用機会の創出、貧
困削減、そしてアフリカ大陸の持続可能な経済社会開

＊1） 本稿執筆時。2021年1月末よりメキシコの在レオン日本総領事館首席領事。

発への寄与が期待される。他方、自由貿易圏の開始が
決定されつつも、積み残された交渉課題や、アフリカ
域内貿易の実体、既存の制度との整合性等の課題も指
摘される。

本稿は、アフリカ諸国が希求する経済統合へのこれ
までの取組とその一つの成果であるAfCFTAを俯瞰
し、今般開始されたAfCFTAへの期待、またAfCFTA
運用に際しアフリカ諸国が直面する課題を改めて概観
することを目的とする
（本稿は筆者個人の見解であり、所属先団体の見解、

立場とは何ら関係ないものである旨、予め断っておく。）
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アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA） 
によるアフリカ経済統合への展望と課題
アフリカ連合日本政府代表部一等書記官＊1　塚本  剛志

エチオピアの首都アディスアベバに所在するAU本部。中央は、AU総会などが開催される
ネルソン・マンデラ・ホール、右奥は地上18階のAU委員会オフィス（筆者撮影）。
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１．アフリカ経済統合の経緯
1960年の「アフリカの年」に前後して、アフリカ

諸国の多くは旧宗主国からの独立を勝ち取った。19
世紀末以降、米州大陸に連れ去れらたアフリカ系奴隷
の子孫達は自らのアイデンティティを求めアフリカ統
合を訴える汎アフリカ主義（Pan Africanism）を主
張したが、それはアフリカの独立運動の精神的支柱と
もなった。アフリカ諸国独立の後、植民地時代に遡る
恣意的な国境線や小国分裂の弊害の打破の観点から
も、アフリカの指導者達は汎アフリカ主義の具現化を
希求し、その結実の一つとして1963年にアフリカ統一
機構（Organization of African Unity：OAU、本部は
エチオピアの首都アディスアベバ）が設立された。指
導者達はアフリカ統合の最終形として政治統合として
のアフリカ合衆国成立をも目指し、その前提である経
済統合も支持した。

経済統合は、足下で停滞するアフリカ経済への現実
的な解決策としても歓迎され、大陸の各地域では、一
定のまとまりのあった経済グループごとに貿易自由化
が進められ、アフリカ各地での経済ブロックである

「地域経済共同体（Regional Economic Communities：
RECs）」の設立に繋がった。各RECsでは経済的、政
治的な固有の事情に直面しつつも、今日まで加盟国内
の自由貿易や関税同盟を実現してきている。

各地域の動きに呼応し大陸全体では、1980年代に
ヨ ー ロ ッ パ 経 済 共 同 体（European Economic 
Community：EEC）に倣ったアフリカ経済共同体

（African Economic Community：AEC）が提唱され、
1994年にアフリカ経済共同体（AEC）設立条約（通
称アブジャ条約）が発効した。AECは大陸の経済統
合に向けたロードマップを提示し、2019年までの関
税・非関税制度の調和化、2023年までの共同市場設
立を謳った。

この間、内政不干渉を原則とし、頻発する紛争や
クーデターに対処できず「独裁者クラブ」とも揶揄さ
れたOAUは、2002年に発展改組しアフリカ連合

（African Union：AU）が設立された。AUは紛争の

＊2） https://au.int/sites/default/�les/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf
＊3） 翌5月31日に日本国外務省は外務報道官談話を発出、AfCFTA発効を歓迎した。
＊4） https://au.int/en/pressreleases/20201205/thirteenth-extraordinary-session-afcfta-assembly-union-adopts-decision-start

予防的解決などOAUよりも強力なマンデートを付与
され、経済面ではアブジャ条約の理念を継承し、大陸
の経済統合を一層促進することが期待された。AUは、
OAU創設から半世紀を経た2013年に、以後50年に
渡ってアフリカが進むビジョンを示す「アジェンダ
2063」を採択し、「我々が欲するアフリカ（The 
Africa we want）」 を 達 成 す る た め の7つ の 願 望

（Aspirations）、15の旗艦プロジェクト（flagship 
projects）を掲げた（表1）。それらプロジェクトに
は、平和安全保障の観点から紛争停止やサイバーセ
キュリティ強化、社会・文化の観点から大学や博物館
の創設、そして経済面ではインフラ整備、地域金融機
関設立等とともに域内貿易を活性化し国際市場におけ
るアフリカの重要性を促進するAfCFTA設立が掲げら
れた。2018年になると同年のAU議長国ルワンダの
カガメ大統領主導の下で具体的交渉が進み、同年3月
にルワンダの首都キガリで開催されたAfCFTAに係る
第10回AU特別総会にて、AU加盟国のうち44主体
がAfCFTA設立協定（The Agreement Establishing 
the African Continental Free Trade Area）＊2に署名
した。翌2019年4月にガンビアが22番目の批准を達
成し協定の発効条件が満たされ、2019年5月30日に
AfCFTA発効が発表された＊3。当初、AfCFTA下での貿
易開始は2020年7月とされたがコロナ渦のために延
期され、2020年12月に同年AU議長国南アフリカの
ラマポーザ大統領主導の下で開催されたAfCFTAに係
る 第 13 回 AU 特 別 総 会 が、2021 年 1 月 か ら の
AfCFTA下での貿易開始を採択した＊4。AfCFTAの開始
は、アフリカ諸国がアジェンダ2063のビジョンを実
現していく上での重要な一歩となる。

なお日本国外務省は、アフリカとの一層の関係強化
のため2018年1月にアフリカ連合日本政府代表部を
開設し、AfCFTAを含むアジェンダ2063への協力、
また1993年に始まるTICADプロセス等を通じたア
フリカとの関係強化に取り組んでいる。
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＊5 ＊6 ＊7

＊5） https://au.int/en/agenda2063/aspirations
＊6） https://au.int/en/agenda2063/�agship-projects
＊7） コンゴ民主共和国内のコンゴ川下流のダム建設計画。コンゴ民主共和国の他、南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、アンゴラが関与し、実現すれば南部

アフリカの電力需要を満たすとされる。
＊8） 第3条「一般的な目的（General Objectives）」“The Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area”

AU本部内のハイレセラシエ・エチオピア皇帝像（筆者撮影）。
ハイレセラシエ一世（Haile Selassie I）は汎アフリカ主義
を推進し、1963年のOAU設立に指導的役割を果たした。独
立間もないアフリカ諸国は、他アフリカ諸国と異なり植民地経
験を経ず独立を保ったエチオピアに範を求めた。OAU本部が
アディスアベバに設立され、今日のAU本部へと至っている。
OAU設立に際して、ハイレセラシエ皇帝の言葉として
「Today, we look to the future calmly, con�dently, 
and courageously. We look to the vision of an Africa 
not merely free but United.....History teaches us that 
unity is strength. May 25, 1963」とある。

２．開始されたAfCFTAとは?

AfCFTAは、物品及びサービスの単一市場の創設、
資本や人の移動及び投資促進、大陸関税同盟の基盤の
敷設、持続可能で包摂的な社会経済開発、加盟主体の
競争力強化、地域バリューチェーンを通じた産業多様
化による工業開発促進、等を目的とする＊8。AfCFTA
下では、加盟主体間の交渉で合意されたセンシティブ
品目など一部例外を除き、物品、サービス、投資が関
税なしで市場を行き来する。加盟主体はそれぞれの経
済発展度合いに応じ、（1）発展途上国、（2）後発発

表1　 アジェンダ2063が掲げる、「我々が欲するアフリカ（The 
Africa we want）」のための7つの願望（aspirations）と
15の旗艦プロジェクト（�agship projects）

7つの願望（aspirations）＊5

１．�包摂的、持続可能な成長に基づき繁栄するアフリカ�
（A�prosperous�Africa�based�on�inclusive�growth�and�sustainable�
development）

２．�政治的、また汎アフリカ主義やアフリカ・ルネサンスのビジョンに基
づき、統合された大陸�
（An�integrated�continent,�politically�united�and�based�on�the�ideals�
of�Pan-Africanism�and�the�vision�of�Africa’s�Renaissance）

３．�よい統治、民主主義、人権尊重、正義、法の支配によるアフリカ�
（An�Africa�of�good�governance,�democracy,�respect�for�human�
rights,�justice�and�the�rule�of�law）

４．�平和で安全なアフリカ�
（A�peaceful�and�secure�Africa）

５．�強い文化的アイデンティティ、共通の遺産、価値観や倫理の共有を伴
うアフリカ�
（An�Africa�with�a�strong�cultural�identity,�common�heritage,�shared�
values�and�ethics）

６．�人々主導の、特に女性や若者といったアフリカの人々の潜在能力に依
拠し、子供達をケアする開発を伴うアフリカ�
（An�Africa,�whose�development�is�people-driven,�relying�on�the�
potential�of�African�people,�especially�its�women�and�youth,�and�
caring�for�children）

７．�強く、統合され、強靱であり、また国際社会において影響力のある主
体でありパートナーとしてのアフリカ�
（Africa�as�a�strong,�united,�resilient�and�influential�global�player�and�
partner）

15の旗艦プロジェクト＊6

１．�統合された高速鉄道ネットワーク�
（Integrated�High�Speed�Train�Network）
２．�アフリカ・コモディティ戦略の策定�
（Formulation�of�an�African�Commodities�Strategy）

３．�AfCFTA設立�
（Establishment�of�the�African�Continental�Free�Trade�Area�
（AfCFTA））

４．�アフリカ旅券及び人の自由な移動�
（The�African�Passport�and�Free�Movement�of�People）

５�．�2020年までの紛争停止�
（Silencing�the�Guns�by�2020）
６．�インガダム・プロジェクト＊7の実施�
（Implementation�of�the�Grand�Inga�dam�Project）

７．�アフリカ単一航空市場設立�
（Establishment�of�a�Single�African�Air-Transport�Market（SAATM））
８．�年次アフリカ経済フォーラム設立�
（Establishment�of�an�Annual�African�Economic�Forum）

９．�アフリカ金融機関設立�
（Establishment�of�the�African�Financial�Institutions）

１０．�汎アフリカEネットワーク�
（Pan-African�E-Network）

１１．�アフリカ宇宙空間戦略�
（Africa�Outer�Space�Strategy）

１２．�アフリカ・バーチャル及びE大学�
（African�Virtual�and�E-University）

１３．�サイバーセキュリティ�
（Cyber�Security）

１４．�アフリカ大博物館�
（Great�African�Museum）

１５．�アフリカ百科事典�
（Encyclopedia�Africana）
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展途上国、（3）特別な扱いが必要な国、に分類され、
段階的な関税撤廃が課せられる。発展度合いが相対的
に高い（1）発展途上国は、タイフライン90%は5年、
センシティブ品目7%は10年で関税撤廃、また3%を
非対象品目とすることができる。（2）後発発展途上
国は、タリフライン90%は10年、センシティブ品目
7%は13年で関税撤廃、3%を非対象品目とすること
ができる。（3）特別な扱いが必要な国＊9は、タリフラ
イン90%は15年以内に関税撤廃等、より譲許的な条
件が課せられる＊10。

とはいえAfCFTA設立協定は枠組み協定に過ぎず、
2021年1月からの運用開始が決定されてもなお、
AfCFTAを構成するフェーズ1とフェーズ2の全交渉
は妥結してない。フェーズ1は発効済みとされるが、
物品貿易議定書、サービス貿易議定書、紛争解決議定
書のうち、物品貿易議定書附属書の譲許表や原産地規
則、サービス貿易議定書付属書の約束表といった実際
の貿易実務の根幹については、合意に至ったとの情報
には未だ接していない（本稿執筆時2021年1月現在）。
また知的財産権、競争政策、投資を扱うフェーズ2交
渉がいつから始まるのか、投資章では投資家対国家の
紛争解決（ISDS条項）を含むのか、更にはコロナ下
で現実的な貿易チャンネルとして期待される電子商取
引章を追加すべくフェーズ3交渉を行うのか、といっ
た論点も出ているが、いずれも明確な方針は示されて
いない。

AfCFTAは2021年1月からの運用開始が宣言され
たが、外部の立場からは、現場の貿易実務がどのよう
に展開されるのかについては、俄には具体的なイメー
ジを掴むのは容易ではない。

３． 「アフリカ新時代の最先端」 
－AfCFTAへの期待

AfCFTA開始に際し2020年AU議長国の南アフリ
カのラマポーザ大統領は、「我々は、アフリカ大陸の
進化における新時代の最先端に立っている。我々が真
摯に努力し目指してきた瞬間がついに到来した。我々

＊9） G6と称されるエチオピア、マダガスカル、マラウィ、スーダン、ザンビア、ジンバブエ。
＊10） https://www.un.org/ldcportal/african-continental-free-trade-area/
＊11） World Bank（2020）,“The African Continental Free Trade Area –Economic and Distributed Effects”

はこの瞬間のためにどれだけ遠くまで到達したか、素
晴らしい誇りに満たされている。」と述べたが、本節
ではAfCFTAがもたらすとされる正の影響を概観す
る。

世銀＊11は、アフリカ大陸全体のGDPは3.4兆ドル
規模とし、AfCFTAは貿易活動、特に製造業における
地域間貿易を顕著に促進し、2035年までにアフリカ
の総貿易量は29%上昇、アフリカ域内貿易は81%上
昇し、アフリカの製造業者や労働者に新たな機会を創
出するとしている。その結果、2035年までにアフリ
カの実質所得は7%、約4,500億ドル上昇し、3,000
万人が極貧から、6,800万人が貧困から抜け出すこと
に貢献するとしている。

筆者が在勤するAU本部のお膝元、エチオピアの首
都アディスアベバでは、AfCFTA開始に伴い多くの議
論、セミナー等が開催されたが、上記世銀の見解含め
AfCFTAがもたらす正の影響について以下のようなナ
ラティブが多く語られた。

AfCFTAの下で、アフリカの地元企業は製造拠点を
複数国に分散させ、各地域の比較優位に基づきビジネ
スを展開、競合する同業他社と切磋琢磨し競争力を培
い利益の最適化を図る。それが地域バリューチェーン
となって、アフリカ企業間のビジネスネットワークが
一層緊密化する。これまでは既存のRECs内を市場と
したアフリカに進出する海外企業はより広大な市場に
アクセス可能となり、大陸への海外直接投資（FDI）
への関心が一層高まる。

アフリカの人口構成もAfCFTAへの追い風であり、
現在12億のアフリカ人口は、2030年に13億人、
2050年に25億人となり、近い将来、人類の4人に1
人がアフリカ人となる時代が来ると言われている。毎
年1億2,000万人の若いアフリカ人労働者が市場に供
給され、FDIや製造業振興を下支えし、人々の所得向
上に伴いアフリカ大陸は大きな消費熱を有する成長著
しい市場としてグローバル経済に組み込まれる。家計
や企業の可処分所得が増加すれば貯蓄や投資欲求が高
まり、金融業やサービス業も発展する。

人口に占める割合が大きい若年層はモバイル機器等
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デジタル操作に長けており、アフリカは他地域よりも
デジタル経済に大きな可能性を有する。制度化も進ん
でおり、アフリカ各国通貨での決済を可能とする汎ア
フリカ決済システム（Pan-African Payment and 
Settlement System：PAPSS）や、大陸内の貿易フ
ローや市場情報を提供するオンラインダッシュボード
で あ る ア フ リ カ 貿 易 観 察 所（African Trade 
Observatory：ATO）が立ち上げられた。

経済部門に止まらない波及効果として、大陸内諸地
域間の経済関係が緊密化すれば、ある国や地域の平和
安全保障問題が全アフリカ諸国共通の利害問題とな
り、大陸レベルでの平和も促進される。更にはコロナ
渦との関係では、未曾有の感染症拡大のためAfCFTA
開始が遅れはしたが、コロナがもたらした、アフリカ
と周辺地域間の経済関係の一時的な停滞によりアフリ
カ経済の対外依存の実態がより一層浮き彫りとなった
ことを受けて、アフリカ有識者からは、アフリカが外
部に依存しない強靱な経済を構築するチャンスである
との方向性も示されている。

以上のように、大陸全体に覆い被さる自由貿易枠組
みがもたらすとされる正の効果を念頭に、アフリカは
明るい未来を思い描いている。AfCFTAには、日本の
ビジネス界からも関心が寄せられており、日・アフリ
カ関係緊密化の一助となることが期待される。

＊12） Abiy Ahmed（Sep 9, 2020）,“Africa’s Peace and Prosperity Begin at Home”, http//www.project-syndicate.org/commentary/africa-
peace-prosperity-geopolitical-power-by-abiy-ahmed-2020-09?barrier=accesspaylog

＊13） UNCTAD（2019）,“Economic Development in Africa Report 2019”
＊14） tralac（2019）,“The African Continental Free Trade Area –A tralac guide”

４． 「アフリカの苦闘は、実施にある」
－AfCFTAへの課題

2019年にノーベル平和賞を受賞したアビィ・エチ
オピア首相は、アフリカの平和と繁栄に関する寄稿文
の中で「アフリカの苦闘は、実施にある」＊12と述べる。
本節では、AfCFTAの運用、現実の貿易活動につき指
摘される課題を概観する。

（１） アフリカ域内貿易の実態－産業多角化な
くしてバリューチェーンなし

アジア、欧州、北米等、他地域で深化する経済統合
との比較で常に指摘されるのは、アフリカ域内貿易量
の少なさである。UNCTAD＊13によれば、2015-17年
の世界各地域における域内貿易割合は、欧州65%、
アジア61%、米州47%であるのに対し、アフリカ域
内貿易はわずか15%に過ぎない。2017-2018年のア
フリカから域外への輸出量は22%増であったのに対
し、同時期の域内貿易増加分はわずかに1%であっ
た＊14。つまり、アフリカ諸国の貿易構造は域外依存度
が極めて高い。多くのアフリカ諸国の輸出品目の大部
分は付加価値を伴わない一次産品で、生活に必要な消
費財は域外から輸入する。それ故、AfCFTA導入によ
り、アフリカ地元企業が積極的に国境を跨ぐビジネス
に参画し、緊密な生産・流通ネットワークを構築し、
地域バリューチェーンの活発化が期待される。しかし
ながら、上述のとおりアフリカ諸国では貿易構造が相
対的に類似し、現状では関税の有無にかかわらず相互
に輸出入できる産業が必ずしも育っているわけではな
い。国境を跨ぐ産業連関は制度を整えたからといって
自然発生するものではなく、あくまで既存産業に立脚
して初めて生み出されるものである。

前世紀後半から著しい経済発展を遂げ、今や世界の
イノベーターとして台頭するアジアの例を見ると分か
りやすい。アジアでは民間企業の生産と流通プロセス
が分断（フラグメンテーション）され、分断された各
ブロックが異なる発展段階にある域内各国に散在する
比較優位を先取りして展開し、国際分業に基づくビジ

AUのエンブレム。AU委員会のある職員によれば、アフリカ
大陸の下の７つの輪は、アフリカ大陸の北部、東部、西部、中
央部、南部の５つの地域、島嶼部、そして、ディアスポラ（ア
フリカ大陸を離れて生活するアフリカ系の人々）の連帯を示し
ている由。
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ネスネットワークが形成され、各国経済が相互に依
存、補完し合っているところに特徴がある。政策的な
経済統合の枠組みは実態として進んでいく企業活動の
追随する形で構築された、いわゆる事実上（デ・ファ
クト型）の統合である。アジアの例に倣えば、域内各
国が有する生産要素賦与条件が多彩であればあるほど
相互補完性が働き、そこに参入する企業は生産と流通
のフラグメンテーションを細かく最適化でき、また域
内各国間の賃金格差が大きいほど国境を跨ぐ企業活動
により利益の最適化を図ることができる。

翻ってアフリカ大陸では、世銀がセーシェル以外は
中所得国及び低所得国と分類するように、民間部門は
相対的に活発ではない。歴史的にも、独立後のアフリ
カ諸国の指導者は自らの政治権力を維持すべく国家統
制による経済運営を行ってきた。外資による資源採掘
や農地開発はあったが他部門への波及効果を生んでお
らず、特定産業が肥大化した経済構造が今もなお維持
されている。産業に多様性が見られず、近隣国と類似
した経済構造を持つアフリカ諸国は、自由市場の下で
も自国の比較優位を特定できず、戦略的展開を企図す
る企業にフラグメンテーションを誘発できない。

アジアが経験したデ・ファクト型の経済統合に対
し、原則が先行する経済統合のあり方をデ・ジュール
型と呼ぶが、AfCFTAはまさに後者といえる。アフリ
カ諸国は制度として結実したAfCFTAの下、アジアと
は異なる独自の経済発展プロセスを推し進めていく必
要がある。政治的合意としてのAfCFTA成立は喜ばし
いが、大陸の中長期的、また持続的な経済発展のため
には、これまでアフリカ経済を停滞させてきた既存の
経済構造を解消し、産業の多角化を進めていく必要が
あることには、何ら変わりはない。2019年8月に横
浜で開催されたTICAD7においても、日本の取組と
して、日本企業の進出とイノベーションを促進し、ア
フリカの経済構造転換への支援が掲げられている。

＊15） 第5条「原則（Principles）」（b）は、AfcFTAは“RECs’Free Trade Areas （FTAs） as building blocs for the AfCFTA”の原則に従って統治さ
れるとしている。“The Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area”

＊16） AfCFTAにより新たな自由化が実現する組み合わせは、既存のRECsには属さない国同士のみであるため、実はAfCFTAの経済効果は特段大きくな
いとの見方もある。

＊17） RECsは経済統合のみならず地域安全保障のための取組も活発に実施しているが、ECCASによる安全保障の取組に関し「アフリカのなかで最も脆弱
なRECsの一つであるECCASが、地域としての一体性を著しく欠き、地域的なリーダー国もなく、かつ、政情がほぼ慢性的に不安定な中部アフリ
カの紛争対応を担っていくためには、これまでの首脳外交偏重のECCASの機構改革や組織能力強化に加えて、フランス、アメリカ、EU、AU、他
のRECs、国連などからの支援とそれらとの連携が欠かせないだろう」との見方もあり、安全保障のみならず経済統合への取組もまたしかりである。
ダニエル・バック（2019）「第V部地域　第18章　地域経済共同体」落合雄彦編『アフリカ安全保障論入門』晃洋書房p.236-254

（２） 既存枠組みとの整合性－乱立、重複する
RECs

上 述 の と お り、 ア フ リ カ 経 済 統 合 へ の 取 組 は
AfCFTAに始まったものではない。もともとアフリカ
大陸各地域で経済活動を深化させるべく設立された地
域経済共同体（Regional Economy Community：
RECs）は、各RECs内で段階の差はあるものの関税
撤廃等の経済統合を進めてきた。現在AUは、各地域
の8つのRECsをアフリカ経済共同体（AEC）の基盤
となるRECsとして公認している（図1）。AfCFTA設
立協定は、一足飛びに大陸全体の自由化を進めるので
はなく、既存のRECsをその基盤と位置づけてい
る＊15。

相対的に経済統合への取組が進んだRECsとしては、
ナイジェリアなど西部アフリカ15か国の西アフリカ
諸国経済共同体（ECOWAS）、南アフリカなど南部ア
フリカ16か国の南部アフリカ開発共同体（SADC）、
ケニアなど東部6カ国の東アフリカ共同体（EAC）が
ある＊16。その一方、全てのRECsの統合が順調に進ん
でいるわけではなく、例えば中部アフリカ諸国経済共
同体（ECCAS）は、他のRECsと比べ「組織的にみ
てかなり脆弱であり、地域機関というよりもいまなお

「首脳フォーラム」のような存在に近」く、「その加盟
国が他の地域機関にも重複加盟しているケースが多
く、組織としての求心力や一体性もけっして強くな
い」との評価もある＊17。

また複数RECsによる野心的な取組として、東南部
アフリカ市場共同体（COMESA）と、上記EAC及び
SADCは、2015年に3つのRECs間での広域自由貿易
圏（Tr ipa r t i t e F ree T rade Area among the 
COMESA, EAC and SADC：TFTA）協定に署名し、
合計28か国間の関税撤廃を目指している。しかしな
がら署名後の各国批准手続きが進まず、筆者が入手し
得た2020年2月のCOMESA報道発表では、発効条
件である批准14か国のうち批准を達成したのは8か
国に止まっている。また同報道発表ではTFTAによる
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経済活性化に期待を寄せつつも、加盟国間の類似した
産業構造、一次産品輸出に偏重する貿易構造等、上記

（1）の議論と同様の課題を指摘しており、大陸全体
のAfCFTAでも、一部RECs間のTFTAでも、直面す
る課題は同じである＊18。

以上のように、一部のRECsでは共通のルールが設
定され経済統合が進む一方で、統合に大きく遅れを
とっているRECsもあり、また少数のRECs間の統合
でさえ実現していない現状を踏まえれば、54か国及
び1地域を対象とするAfCFTA交渉がより複雑化する
ことは想像に難くない＊19。

（３） 経済発展を阻害するインフラギャップ－
いかに民間資金を動員するか

国境を跨ぐ経済発展にはとりわけ輸送とエネルギー
のネットワークが不可欠であるが、アフリカでは、現
下のインフラ不足により年2%の経済成長を失ってい
ることが明らかとなっている＊20。大陸内の舗装道路の
普及度合いは1000人当たり3.4kmで、それは世界平
均の5分の1以下とされ＊21、アデシナAfDB総裁はア

＊18） COMESA（Feb 25, 2002）“Implementation of the Tripartite FTA agreement now in sight”
＊19） アフリカの経済統合を阻む制度面の要因として、（1）法的拘束力の国際協定の実施段階において各国の裁量が認められている、（2）紛争解決手段が

十分に機能していない、（3）メンバーシップの重複による制度的・手続き的問題、が指摘されている。箭内彰子（2017）「アフリカにおける経済統合
-制度的な制約要因-」『アフリカレポートNo55』IDE-JETRO p.92-104

＊20） https://au.int/en/ie/pida
＊21） De Malo, Solleder and Sorgho（2020）,“Market Integration Across Africa：Progress and Challenges Ahead”, Working paper 

Series No.342, AfDB
＊22） https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/africa-must-forge-strong-partnerships-effectively-manage-its-

abundant-natural-resources-rebuild-faster-post-covid-19-international-forum-african-leadership-39768
＊23） ISS（Mar 20, 2020）,“PSC Interview：South Africa’s priorities for 2020”

フリカの経済発展を阻害するインフラギャップは年
640～1080億ドルと述べている＊22。南アフリカに本部
を置くアフリカ有数のシンクタンクISS（Institute 
for Security Studies）がAfCFTAの成功はインフラ
の拡大次第であると指摘するように＊23、AfCFTAの成
功のためにはインフラ整備は喫緊の課題である。また
JICAも、大陸内貿易に伴う国境通過のための審査、
税関、検疫等の手続きを統合する「ワンストップボー
ダーポスト（OSBP）」導入を支援してきた。

2012年、AU総会は、AU委員会（AUC）、アフリ
カ連合開発庁（AUDA-NEPAD）、AfDBから構成され
る共同イニシアティブとしてアフリカ・インフラ開発
プ ロ グ ラ ム（Programme for Infrastructure 
Development in Africa：PIDA）をエンドースした。
同プログラムは、大陸レベルでの運輸、エネルギー、
国境を越えた水資源、テレコミュニケーション及び
ICTインフラ促進のロードマップを提示し、官民パー
トナーシップを通じた民間資金及び知見を活用したイ
ンフラ整備を目指している。PIDAが発表した2012-
2020年の第一期優先行動計画（Priority Action Plan 

図1　既存RECsの地理的な広がりと重複
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筆者作成。地図上の各RECsの広がりを示すサークルは、作図の関係上、必ずしも全加盟国を網羅できていない点、またRECs名冒頭の通番は地図上サークルとの一致を表す
もので、各RECs間の順序に何らインプリケーションを含むものではない点、ご留意願いたい。

①�東南部アフリカ市場共同体�
（Common�Market�for�Eastern�and�Southern�Africa：COMESA）
②�政府間開発機構�
（Intergovernmental�Authority�on�Development：IGAD）
③�東アフリカ共同体�
（East�African�Community：EAC）
④�南部アフリカ開発共同体�
（Southern�African�Development�Community：SADC）
⑤�アラブ・マグレブ連合�
（Arab�Maghreb�Union：AMU）
⑥�サヘル・サハラ諸国国家共同体�
（Community�of�Sahel–Saharan�States：CEN–SAD）
⑦�西部アフリカ諸国経済共同体�
（Economic�Community�of�West�African�States：ECOWAS）
⑧�中部アフリカ諸国経済共同体�
（Economic�Community�of�Central�African�States：ECCAS）
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Priority：PAP1）は、51の地域プログラム、400以
上のインフラプロジェクトを含んでいる（うちエネル
ギー54、運輸236、ICT114、水資源9）。これらプロ
ジェクトのために2040年までに3,600億ドルのファ
イナンスを必要とするが、これまで816億ドルが投資
され、その内訳は各国政府自己資金42.1%、中国
23.8%、二国間及び多国間ドナー並びにアフリカ機関
24.1%、民間セクター2.8%と発表している（2019年
11月時点）＊24。

PIDAは民間資金の動員を求めているものの、PAP1
での民間資金の割合は圧倒的に少ない。世界的にイン
フラ需要が拡大する中で、アジア等他地域でも民間資
金呼び込みの触媒としての公的資金の効率的な動員や
PPPに代表される革新的な施策が議論されている＊25。
種々のリスクを伴う発展途上国でのインフラ・ビジネ
スでは、コスト削減及びリターン確保、またインフラ
収入及び債務返済保証等のリスク軽減を組み込んだ、
いわゆる「バンカブル（bankable、民間融資可能）」
なプロジェクトを組成する必要がある。当該国での法
規制や契約の確実な実施、PPPに関する政府ガバナン
スの向上、当該国の民間資金活用のためには国内金融
システム整備の必要性も伴う。

アフリカでも、世銀やAfDBなど開発金融機関がそ
のような支援を推進してはいるが、民間資金にとって
魅力あるインフラプロジェクトの組成、及びそのため
の環境整備は一朝一夕に実現するものではない。
PIDAは、PAP1に続き、240のインフラプロジェク
ト、うち71は地域プロジェクトから成る2021-2030
年の第二期優先行動計画（PAP2）を準備し、2021年
2月のAU総会にて採択される見通しである。アフリ
カのインフラ需要ニーズが俎上に上る一方で、現実的
なファイナンスは長期的な課題である。

（４） 人の移動の自由と平和安全保障－アフリ
カ大陸の本質的課題

アフリカ経済統合が避けては通れない本質的な課題
は、大陸の平和安全保障である。AfCFTA実施に向け

＊24） https://www.au-pida.org/news/pida-2019-need-for-�nancial-resources/
＊25） 塚本剛志（2017）「ADB報告書「Meeting Asia’s Infrastructure Needs」が示すアジアのインフラ需要予測」『ファイナンス2017年10月号』
＊26） 正式には“The Protocol to the Treaty Establishing the African Economic Community Relating to Free Movement of Persons, Right 

of Residence and Right of Establishment”
＊27） AUがHPで公表する最新情報（2019年7月時点）では、署名32か国、批准4か国。
＊28） The East African（Mar16, 2019）,“Border crisis：Indifference from Uganda rankles Rwanda”

て様々な議論が展開されるが、いずれも平和安全保障
の必要不可欠性と合わせて語られることが多い。世界
の諸地域に比し、アフリカでは、組織犯罪、テロ活
動、民族衝突、難民・国内避難民、人権蹂躙、更に
2020年のコロナ渦を含む国境を越える感染症対策等、
人々の生存を脅かす平和安全保障は、コミュニティ、
国家、地域、大陸のいずれのレベルにおいても根源的
な課題であり、政治や外交に及ばず、経済、社会、文
化、教育、環境、公衆衛生等、あらゆる領域と密接に
関連する。AfCFTAを含むアジェンダ2063は、経済
領域の他、平和安全保障、社会文化など他分野での目
標を掲げ、多岐に渡る取組を総合的に進め「我々が欲
するアフリカ（The Africa we want）」を希求している。

AfCFTAも、自由貿易の果実を大陸に均霑しその他
領域に正の効果を生み出すことが期待され、2018年
3月のAfCFTA設立協定署名時には、AfCFTAと密接
に関係し、アジェンダ2063の旗艦プロジェクトの一
つ「4.アフリカ旅券及び人の自由な移動」としても
位置づけられる「人の移動の自由に関する議定書＊26」
も同時に署名された。同議定書は、加盟国内の人の移
動の自由、居住の自由、経済活動の拠点設立の自由を
認めるものであり、AfCFTAによる物品、サービスの
自由移動と相俟って、域内経済に相乗効果をもたらす
ことが期待される。

しかしながら、アフリカの指導者の中には、人の移
動や居住の自由化は移民問題への主権や国内安全保
障、また国内への外国人労働者流入の観点から慎重と
なる向きがあり、同議定書の署名及び批准はAfCFTA
設立協定と比して進んでいない＊27。アフリカ最大の人
口2億人を擁するナイジェリアは、2020年11月に駆
け込みでAfCFTA批准を達成したが、その背景には同
国は密輸対策のため近隣国との貿易を閉鎖してきたと
の背景がある。2019年には、ルワンダとウガンダの
両国大統領間の政治的不和から一時的に両国間国境が
封鎖され、メディアは「ルワンダ・ウガンダ国境危
機」と報じた＊28。南アフリカでは、国内の就業機会を
奪うとして外国人労働者に対する日常的な排斥運動が
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起こっている＊29。2020年はコロナ渦のため、多くの
国は一時的な国境管理を導入した。アフリカ大陸で頻
発する平和安全保障の緊張は、人の移動を容易に妨げ
る。

2019年8月に横浜で開催されたTICAD7において
採択された「横浜宣言2019」は、平和と発展が密接
に関連していることを指摘しつつ、アジェンダ2063
への支援への決意を表明しているが＊30、アフリカの平
和安全保障は経済発展の大前提である。AfCFTAがも
たらす経済的便益を広く均霑させるためにも、大陸の
平和安全保障の確保は、これまでも、そしてこれから
も、本質的な課題であり続ける。

（５） AfCFTAがもたらす「かもしれない」経
済格差－自由貿易の普遍的課題

上述のように、域内貿易の実態、制度、インフラ、
平和安全保障とアフリカ固有の課題を述べたが、自由
貿易に対するより普遍的な課題は、新たな競争に晒さ
れる幼稚産業保護である。

AfCFTAがその潜在力を発揮しアフリカに経済的潤
いをもたらすためには地元の中小企業による域内バ
リューチェーンの牽引が期待されるが、現在のアフリ
カ市場では、域外から輸入する安価な消費財やサービ
スが席巻し、競争力のない地場の物品やサービスが新
たな投資を獲得して市場に新規参入することは容易で
はない。アフリカ諸国の中央及び地方政府が自国の中
小企業支援に繋がる有効な政策を実施できなければ、
AfCFTAの果実を得るのは競争力のある主体のみとな
る。AfCFTAがもたらす広大な市場は、アフリカに進
出する海外企業や、アフリカ諸国の中でも相対的に域
内輸出割合が大きい主体＊31には有利に働くといえる
が、同時にアフリカ諸国間の経済格差拡大の可能性も
孕んでいる。

フランスの経済学者ベルトロ（2017）＊32は、AfCFTA
推進者による高揚は、とりわけサブサハラ以南労働力
の60%を占め、食料不足、人口爆発、気候変動といっ

＊29） Human Rights Watch（2020）“They Have Robbed Me of My Life-Xenophobic Violence Against Non-Nationals in South Africa”
＊30） 2.0 Current situation, 2.1,“Yokohama Declaration 2019-Advancing Africa’s Development through People, Technology and 

Innovation”
＊31） tralac（2019,前掲）によれば、域内輸出割合が大きい国は、南アフリカ（34%）、ナイジェリア（9%）、エジプト（6%）、コートジボワール

（4%）、ジンバブエ（4%）。
＊32） ジャック・ベルトロ（Jacques Berthelot,2017）山中達也訳「自由貿易主義者に苦しめられるアフリカ農業」『ル・モンド・ティプロマティーク

2017年10月号』

た課題に直面する農業部門に大きな不安を投げかける
とし、「黒い大陸が国際競争に対して突如として市場
を開放することが可能」で「経済的利益が得られると
いう考え方は幻想」に過ぎず、アフリカの「経済統合
は、加盟国間における明確な再分配政策なしには不可
能」、「多額の予算と最低限の政治的統合が必要」、「補
償なしでは、家計、企業、そして最も貧しい地域を周
辺に追いや」り、「それは乗り越えがたい構造的な社
会・政治紛争を生み、アフリカの低開発を助長する」
とする。またEUの経済統合過程では経済発展が遅れ
た国を支援するための資金移転が行われたとしつつ
も、「このようなものは、黒い大陸では全く計画され
ていない」と述べる。

大西洋を挟んだ米州大陸、メキシコの最も貧しい南
部のチアパス州の先住民達は、1992年にコロンブス
による新大陸「発見」の式典に乱入、1910年代にメ
キシコ革命で農民運動を指導した英雄エミリアーノ・
サパタ（Emiliano Zapata）に因んだサパティスタ民
族 解 放 軍（Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional：EZLN）を展開し、1994年の米国、カナ
ダ、メキシコ3か国間の北米自由貿易協定（North 
American Free Trade Agreement：NAFTA）発効に
は、国内農業部門が被る被害を訴え新自由主義がもた
らす構造的な搾取と差別に対し武装蜂起し、メキシコ
政府は先住民居住地域に空爆し事態の鎮静化を図ると
いう衝突が発生している。自由貿易では、常に負の影
響を受ける保護主義者が反対の声を上げ、為政者によ
る弱者への手当が十分でなければ武力衝突にさえ発展
する可能性もある。アフリカ大陸もまた、世界の他地
域が経験したように自由貿易がもたらす正の便益のみ
ならず、負の影響からもまた逃れることはできない。
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おわりに
「地球最後のフロンティア」での自由貿易は、アフ

リカが直面する固有の課題を露呈させつつも、アフリ
カ大陸、そして同大陸との経済的紐帯を深める（た
い）者にとって大きな可能性を示す。制度としての
AfCFTAがアフリカの潜在力を引き出し広範な便益を
もたらすか否か、またアフリカでもアジアのように中
産階級が育ち消費拡大を牽引する成長パターンが描け
るか否か等、多くの議論がある。しかしながら、少な
くとも政治的、歴史的には、アフリカ諸国がAfCFTA
を通じて汎アフリカ主義を具現化し、経済統合の重要
性を国際社会に示した意義は大きいのではないか。

AU本部内のエンクルマ・ガーナ初代大統領の像（筆者撮影）。
2020年8月にAfCFTA事務局がガーナに開設された。ガーナ
は、他アフリカ諸国に先駆けて1957年に独立を達成し、クワ
メ・エンクルマ（Kwame Nkrumah）初代大統領はOAU
設立にも指導的役割を果たした。AfCFTA事務局のガーナへ
の設置はアフリカ統合の象徴とも言える。OAU設立に際して、
エンクルマ大統領の言葉として「・・・Ethiopia shall 
stretch forth her hands unto God, Africa must unite.  
May, 1963」とある。

＊33） オリビエ・ピオ（Olivier Piot,2017）山中達也訳「『アフリカピタリスム』の先駆者たち」『ル・モンド・ティプロマティーク2017年11月号』
＊34） H.E.Paul Kagame（2017）“Report on the Proposed Recommendations for the Inistitutional Reform of the African Union”
＊35） Michelle Defreese（2016）“The Puss for African Representation through UNSC Reform”, Charged affairs – YPFP’s Foreign Policy 

Journal

20世紀初頭に活躍した「汎アフリカ主義の父」、ア
フリカ系アメリカ人のデュボイス（W.E.B. Du Bois）
は、欧米中心の世界秩序が植民地主義と人種主義を生
み戦争を引き起こしたと主張した一方で、現在では
モ ー リタリアの実業家バマトウ（Mohamed Ould 
Bouamatou）は、顕在化するアフリカ域内の経済格差
を踏まえ「アフリカ大陸のいくつかの国は、いまやア
フリカ人自身によって植民地化されている＊33」との警
鐘を鳴らす。2017年にカガメ・ルワンダ大統領が
AUの組織改革を訴えた通称「カガメ・レポート」は、
これまでAUが諸施策を実現できていない原因は、ビ
ジョンや資源、能力等の不足ではなく、それはアフリ
カ諸国指導者達の責任とし、AUは自分達が決めた決
定事項を実施せず、AU加盟国はAUの価値を見失い、
国際的パートナーはAUへの信頼を失い、アフリカの
人々もAUを信頼しなくなったと指摘する＊34。アフリ
カ大陸がAfCFTAによる経済的便益を享受し、汎アフ
リカ主義が目指す統合を進めるためには、アフリカ人
自身によるAfCFTAの下での経済、政治、社会諸政策
実施への強いコミットメントが何よりも必要であろ
う。

2050年には4人に1人がアフリカ人になるという
人類の「アフリカ人化」が進んでいく。2004-14年の
国連安保理決議の半分以上はアフリカ関連とされ＊35、
今やアフリカ問題はSDGsや気候変動と並ぶ地球規模
課題の一つである。目下の課題は山積するが、焦る必
要はない。アジェンダ2063の最終到達点は2063年
であり、あと40年以上もある。パートナーたる我々
としては、独自の経済発展を模索するアフリカとの長
期的な関係を見据えた協力を深めていくことが肝要で
あろう。

プロフィール

塚本  剛志
2001年外務省入省。2016-2018年ADB日本理事室理事補（出向）
を経て、アフリカ連合日本政府代表部一等書記官（本稿執筆時）。
2021年1月末よりメキシコの在レオン日本国総領事館首席領事。
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