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コロンビアと聞いて、麻薬と組織犯罪の国というイ

大西洋の両方に接しているため、北米にも中南米にも、

メージがあるとしたら、それはひと昔前のことである。

ヨーロッパにもアジアにもアクセスがよいというのが

今、コロンビアのキャッチフレーズは、花とコーヒー

特長。ただし、アンデス山脈が国土を標高3000から

の国――である。ブラジルに並ぶ投資適格（BBB格）

5000メートル級の３つの山系に分かれて南北に分割

を付され、世界中の注目を集める。ウォールストリー

していることから、東西の物流の妨げとなっており、

トジャーナルには「ラテンアメリカの新しい虎」と呼

特に太平洋側との物流を可能とするインフラ整備が課

ばれ、タイム誌は、
「コロンビアの復活」とうたい、

題となっている。

サントス大統領が表紙を飾る。

経済に目を転ずると、GDPは3696億ドル（2012年）

日本から遠く離れているという点ではブラジルやペ

と、ラテンアメリカでは、第４位の経済規模を誇る。

ルーと同じだが、日本人の間で評判になっている観光

GDP成長率は、直近10年間ではラテンアメリカの

名所がないことや、日系人の数が少ないことなどから、

国々の平均成長率をおおむね上回っており、リーマン

日本にいるとコロンビアのことを見聞きする機会は比

ショックのときでさえプラス成長を維持し、2013年

較的少ないというのが現実である。

は４％、14年は4.3%を見込む。元来、堅実な経済運

本稿では、生まれ変わったコロンビアの今をご紹介
したい。

営を旨としており、ほとんどのラテンアメリカの国が
累積債務問題で苦しんだ1980年代にも、コロンビア
は債務問題を起こすことはなかった。

国の概要
産

業

コロンビアは、ブラジル、メキシコに次いでラテン
アメリカで３番目の4700万人の人口を擁し、国土は
2

産業は、石油、石炭を中心とする資源開発とコーヒ

114万km （日本の約３倍の広さ）で、米州大陸のち

ーに代表される農業を中心としており、輸出額の４分

ょうど真ん中、北米と南米をつなぐ要衝に位置してい

の３が、資源とコーヒーの輸出によっている。石油や

る。1903年までは、現在の運河が開通する前のパナ

石炭は、治安の改善に伴い外資による積極的な開発が

マもコロンビアの一部であった。南米で唯一太平洋と

進められた結果、近年順調に増加しており、原油生産
図表１

コロンビアとラテンアメリカ諸国の実質GDP成長率
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コロンビアの特徴的な地形
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注：2013年および2014年については推計値。
出所：International Monetary Fund, World Economic Outlook Database,
October 2013（2013年及び2014年については推計値）
コロンビアとラテンアメリカの実質GDP成長率（％）
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日米企業が投資開発する炭鉱（左：伊藤忠商事提供、右：筆者撮影）

量は日量96.9万バーレル（2012年）、石炭生産量は
9800万トン（2012年）となっている。金と白金の産

あまり知られていない。
日本とコロンビアの交流の歴史はメキシコやペルー

出量は、それぞれ南米で第２位、第１位を占めており、

に比べやや新しく、2008年に修好100年を迎えた。日

世界の貿易量の約8割を占めるエメラルドは、量だけ

系人も1800人ほどいるが、ブラジルの150万人などと

でなく、質の面からもほかの産地に比べ圧倒的な優位

比べると非常に少ない数といえる。

性がある。一方、近年は、これら伝統的な産業を中心

コロンビア関係の仕事の経験がある日本人にコロン

とした旧来型の輸出品目からの脱却を目指しており、

ビア人の国民性とは？ と尋ねると、ラテンの国との

切花、果物、衣料品などの産品の輸出に力を入れて

イメージからは程遠く、勤勉、几帳面、まじめといっ

いる。

た回答が一様に寄せられる。日本人にとって仕事がし

き

貿易相手国としては、米国が群を抜いて大きく、輸

やすい国民性ともいわれているので、今後、日本とコ

出入の４分の１以上が米国との取引となっている。日

ロンビアの経済面での交流が活発になっていくことを

本との貿易は、残念ながら非常に小さく、コロンビア

期待したい。

の世界との貿易全体に占める割合は、コロンビアから
の輸出が0.6％、日本からの輸入が2.8%にとどまって

経済連携

いる（2012年）
。主要品目は、対日輸出が、コーヒー
（59.6％）
、石炭（6.5％）
、切花（15％）
、対日輸入が、

コロンビアはアンデス共同体の加盟国でありメルコ

自動車･同部品（27.4％）
、一般機械（35.8％）
、金属

スールの準加盟国であると同時に、経済の自由開放政

品（20.9％）となっている（2012年）
。切花について

策を掲げ、自由貿易協定（FTA）や投資協定の締結

は、1990年半ばから急速に日本への輸出が増加して

に積極的に取り組んでいる。米国、EU、カナダ、チ

おり、現在、日本のカーネーションの輸入の６割（数

リ、韓国など10カ国以上とFTAを締結済みであり、

量ベース）がコロンビアから空輸されていることは、

今後もトルコなどとFTA締結を目指して交渉を行う

図表２

2013年のコロンビア輸出品目別シェア

出所：Dane

コロンビア特産のコーヒー農園（出所：TBS HP）
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予定。
さらに、後述する太平洋同盟を通じた地域経済統合
に積極的に取り組んでいる。
日本とコロンビアは、2011年９月の投資協定の締
結（コロンビア側の批准待ち）に続き、現在、12年か
ら始まった経済連携協定（EPA）交渉の大詰めの段
階を迎えている。昨年11月、サントス大統領から安倍
首相に対してEPAの早期締結の意向も示されている
ことから、本年中の締結が期待されている。

政治体制

1．農地改革：FARCによる農地へのアクセスと利用を認め
る。農村部における医療、教育、住宅等の社会開発や適
切なインフラ開発を認める。食糧安全保障システムの構
築。→2013年5月26日に合意済み。
2．政治参加：和平交渉が最終合意すれば、FARCに一定の
政治参加を認める。→2013年11月6日に合意済み。
3．麻薬問題の解決：麻薬の生産、商業化の縮小、撲滅。麻
薬に替わる産業の構築。
4．被害者：被害者への補償問題、人権問題の解決。被害者
の殺害、人質の事実を認めること。
5．紛争終了：武装解除、武力放棄、治安保障等。
6．和平交渉の導入：和平交渉の合意内容の導入プロセス、
アジェンダ、予算等。
Peace Talkの６つの議題（出所：公開情報から作成）

政治体制については、1958年に軍事政権が倒れた
後、ほかのラテンアメリカの国では左翼政権が台頭す

サントス大統領のPeace Talkに対する手法は、
「武

るなか、右派の二大政党（保守党・自由党）が交互に

装解除、復員、再融合（Disarmament, Demobiliza-

政権を担う安定した政治体制が続いているが、左派勢

tion, and Reintegration (DDR)）
」である。ゲリラに

力が政治に参加する機会を完全につぶされていること

対し投降を促し、再教育をして、社会に戻すというも

が、かえって左派勢力のゲリラ活動を過激化したとい

のである。平均年齢12歳の若さでゲリラにリクルート

われている。2002年に発足したウリベ政権（自由党

され、その後ゲリラとともに生活をしてきたメンバー

系）が２期にわたり、国軍および警察官の増強など治

は、40％程度の識字率しかなく、90％が何らかのト

安対策に重点的に取り組みつつ、安定した経済成長を

ラウマをもっているといわれているため、投降しても

実現したという点で、現在のコロンビアがあるのはウ

社会に溶け込めず、収入の道も途絶えることから、再

リベ前大統領によるところが大きいといえる。また、

びゲリラに戻ってしまうという不幸が繰り返されてい

ウリベ前大統領の政策継承をうたって02年に就任した

る。このことに着目し、コミュニティの一部として組

サントス大統領は、ウリベ政権時代ではウリベ前大統

み込まれるように訓練や教育を施すところに重点をお

領の右腕だったが、治安対策と開放経済の路線は踏襲

いている。過去10年間に、ゲリラや民兵から5万6000

しつつ、ウリベ政権時代には国交断絶状態だったベネ

人が投降しており、早期の合意に向けて大統領直下の

ズエラとの国交を回復したり、左翼ゲリラとの和平交

特別チームが交渉に当たっている。

渉を行うなど、もともとビジネスマンであったセンス
を生かし新しい路線を進んでいる。

このゲリラとの平和構築（Peace Developing
Skills）については高いノウハウを誇り、ラテンアメ
リカ各国のみならずアフリカやアジアの各国の要請

新しい取り組み

で、研修生を受け入れるほどになっている。
コロンビアはウリベ大統領着任以来、軍や警察の増

コロンビアが、現在、力を注いでいるのは、Peace
Talkと太平洋同盟である。

強を行っており、国軍の人数は2001年の17万人から
11年には28万人に、警察は、同時期に、10万人から

Peace Talkは、サントス大統領の強いイニシアチ

16万人まで増えている。市民300人当たり警官１人の

ブのもと2012年に始まった。ウリベ大統領が、８年

計算となるが、これは、日本の市民500人当たり警官

間の任期中にゲリラ対策への道筋をつけ、コロンビア

１人に比べればどれほどの充実度かがわかると思う。

革命軍（FARC）に代表される左翼ゲリラによる襲撃

ゲリラの掃討作戦が効を奏し、誘拐事件は、01年の年

の激減という成果をあげたが、それをさらにサントス

間2917人から12年の年間305人まで激減している。

大統領が一歩進め、ゲリラとの対話をもち、６つの議

このような治安対策の充実やPeace Talkによるゲ

題について合意をしながら、平和的解決を図るという

リラとの平和的解決の進展が、コロンビアに安心して

手法をとっている。昨年、６つの議題のうち最も難し

投資を行える環境の整備につながることから、コロン

いといわれている２点について合意に至っており、残

ビアが今後も安定的な経済成長を続けるための鍵を握

る議題に取り組んでいるところである。

っているといえる。
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図表３

太平洋同盟 加盟国等一覧（2014年３月現在）
加盟を前提
としたオブ
ザーバー国

加盟国

太平洋同盟ビジネスサミットに4カ国の首脳が出席
（出所：太平洋同盟HP）

太平洋同盟については、2011年４月にペルーのガ
ルシア大統領（当時）がメキシコ、コロンビア、チリ
の首脳に呼びかけて始まった加盟国間の経済統合を目

オブザーバー国

コロンビア コスタリカ 日本
チリ
パナマ
イスラエル
ペルー
イタリア
メキシコ
インド
ウルグアイ
エクアドル
エルサルバドル
オランダ
オーストラリア
カナダ
グアテマラ
コスタリカ
シンガポール
スイス
スペイン

ドイツ
ドミニカ共和国
トルコ
ニュージーランド
パナマ
パラグアイ
フィンランド
フランス
ポルトガル
ホンジュラス
モロッコ
英国
韓国
中国
米国

出所：日本国外務省HP

図表４

コロンビア国家インフラ計画（主要セクター）

指す組織で、アジア太平洋地域との政治経済関係の強

2011〜14年
（十億ドル）

2011〜21年
（十億ドル）

化を目標として設立された。従来から、これら４カ国

道路

9.6

27.9

は、欧米、アジアの各国とFTAやEPAの締結を積極

鉄道

0.7

10.5

的に行ってきているが、太平洋同盟は、それをさらに

河川・海上

0.9

1.5

進めるかたちで、域内の人・モノ・金の自由な流通

港湾

1.0

1.5

（行き来）をうたっており、たとえば関税の撤廃、査

空港

0.5

1.0

3.25

7.1

16

50

証の廃止、資本証券取引所の統合、大使館の共用など、
きわめて強い政治経済の枠組みをつくるものである。
この４カ国で、ラテンアメリカの３分の１以上の人口

都市開発
合計

出所：コロンビア運輸省HP掲載資料をもとに作成

と経済規模を有しており、2013年のラテンアメリカ
全体の平均成長率が3％と見込まれるなか、太平洋同

った。しかし、道路、鉄道、住宅、病院といった社会

盟の４カ国は平均4.3％の成長率が見込まれている。

インフラが整わない限り、この成長が長く続かないこ

現在では、この勢いに後れをとってはなるまいとする

とはコロンビア政府自身がよくわかっており、数年前

オブザーバー参加国が30カ国以上にのぼり、なかでも

より世銀グループの国際金融公社（IFC）や外銀等の

コスタリカとパナマは、加盟を前提としたオブザーバ

専門家のアドバイスを得て、各種法整備を行ってきた。

ー参加となっている。日本は、12年９月に太平洋同盟

特に、アジアやヨーロッパの先行事例に学び、鳴り物

４カ国の外相と会談し、今後関係を強化していくこと

入りで導入されたPPP（Public Private Partnership）

で太平洋同盟側と合意、13年１月にアジアの国で一番

の枠組みはコロンビアのインフラ投資の局面を一変す

にオブザーバーとして承認された。

るものと期待が寄せられている。
第４世代道路整備計画や総延長1500kmに及ぶ鉄道

今後の課題

建設、アジアへの玄関口の港湾整備など、総額500億
ドルの国家インフラ計画が、すべてコロンビア政府の

これまで説明してきたとおり、コロンビアというの

考える民間主導型のPPPスキームで対応できるかとい

は長きにわたり、天然資源に恵まれた国にもかかわら

う点についてはチャレンジングという印象は残るが、

ず、長期投資に向かない国と考えられていたが、世界

少なくとも、インフラ計画に集まってくる専門家やビ

経済が落ち込んだなかでも、コロンビアは高い成長を

ジネスマンは、内外問わず、コロンビアが今後も成長

成し遂げており、資源、経済成長、若い人材という強

し続ける国であることを確信しており、そのこと自体、

みをもったCIVET（Colombia, Indonesia, Vietnam,

コロンビアに対するパーセプションの変化を象徴づけ

Egypt, Turkey）の一部として認識されるようにな

るものといえる。
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