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空港からダルエスサラームへ向かう一本道は、大渋

フリカ諸国の中でもとりわけ高い経済成長率を誇る、

滞。ふと周囲に目をやると、右にも左にも日本車が目に

今注目の国である。本稿ではそんなタンザニアの現地

とまる。そんな渋滞する車の間を、バナナやナッツなど

調査を通じて得た最新事情、とりわけ資源開発にス

あらゆる商品を手に子どもたちが通り過ぎていく。両脇

ポットを当ててみたい。

の歩道には、車の数に負けぬほどの多くの人が行き交
う。中心地に一歩足を踏み入れれば、スーツを着たビ
ジネスマン、地べたに物を置き商売をする人々、Tシャ

堅調な成長と、資源ブーム

ツ短パンで走り回る子どもたちがごった返している。さ

IMFによれば、タンザニアの2013年実質GDP成長

まざまな人々が混在するその街の風景は、あふれんば

率は7.0％と、サブサハラ・アフリカ諸国の平均5.1％を

かりの熱気に満ちており、同行者からは、
「まるで20年

大きく上回る。さらにタンザニアに特徴的なのは、04

ほど前のジャカルタのようだ」との声も聞かれた。

年以来ここ10年間にわたって６～７％台という高成長

多くの日本人にとってタンザニア連合共和国（以下

を維持し続けていることである。運輸・通信業、製造

「タンザニア」
）はそれほどなじみの深い国ではなかろ

業、建設業が大きな伸びをみせており、全体として第

う。アフリカ東海岸沿い、赤道のやや南に位置するそ

１次産業の比重が低下し、第２次・３次産業のそれ

の国は、コーヒーで有名なキリマンジャロやライオン

が年々増加傾向にある。

のいるサバンナ、はたまたリゾート地であるザンジバ

タンザニアの高成長を支えるひとつの要因が、高い

ルといった名前で知られるくらいであろうか。しかし

人口成長率である。2005 ～10年の平均人口成長率は

ながらタンザニアは、高成長を続けるサブサハラ・ア

ほぼ３％に達し、国連加盟国の中でも第20位となって
いる。その結果、13年の人口は4628万人と、10年前の
3654万人と比べると約1000万人も増加し、また今後も
順調な人口増加が見込まれている。そのうえ、総人口
のうち30歳未満が７割程を占めており、厚い若年層の
存在は、労働力としても、また旺盛な消費需要の担い
手としても、今後大いに期待される。ただし、タンザ
ニアではマネジメント層の不在が問題だといわれる。
国内ビジネスにおいて主にマネジメント層を担ってい

注：タンザニア連合共和国の法律上の首都はドドマ。しかしながら、経済の
中心地として実質的な首都機能を果たしているのはダルエスサラームと
なっている。
出所：駐日タンザニア連合共和国大使館ホームページ
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空港からダルエスサラームへ向かう車の渋滞
奥に見えるビル群がダルエスサラーム
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商業化生産の意思決定を行い、
るのは、インド・中東の人々であり、タンザニア人の

20 ～ 21年ごろの生産開始を目指して開発が進められ

経営者層は厚くないという。今後は人口増加が続くな

ている。

かで、自国の人々をどのように生かしていくかという
ことも問われてくる。
また、多くのアフリカ諸国は独立後に大なり小なり
内乱・紛争を経験、あるいは現在も継続している。そ

期待と不安と
ところが、資源ブームに沸くタンザニアの将来見通

のなかにあってタンザニアは、独立以来大きな内乱を
経ずに今日に至る数少ない国のひとつである。ほかの
アフリカ諸国と比べて、政治・社会ともに比較的安定
していることもタンザニアのもつ強みのひとつといえ
おもむ

るだろう。現地に赴いた際も、スリやひったくりといっ
た犯罪は頻繁に起きているものの、それ以上のレベル
で事件が起きることはあまりないという声が聞かれた。
堅調な経済成長を継続するタンザニアだが、今後の
成長ドライブとして最も期待されるのが天然ガス開発
である。東アフリカ沖ではここ数年で天然ガス田が
次々と発見されており、その規模は世界最大級といわ
れている。タンザニアも例外ではなく、近年の天然ガ
世界人口成長率ランキング
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世界の天然ガス確認埋蔵量（単位：兆立方フィート）
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「タンザニアの埋蔵量はいかほどであろうか？」
2015.1

29

ダルエスサラームの街中。近辺の歩道は整備されている

タンザニアの魚市場。
インド洋に面したダルエスサラームでは新鮮な魚介類が豊富

ことは容易ではないだろう。政府の意思決定の遅さや
政策遂行能力については、さまざまなプロジェクトに
おいて広く不満が聞かれるところである。タンザニア
政府には、公正かつタイムリーに政策を実施する強固
なガバナンス体制の構築が求められる。
次にあげられるのがタンザニアの抱える構造的な財
政問題である。天然ガス開発を進めるうえでは、港湾
をはじめ諸々のインフラ整備が必要となるため、どう
しても政府の歳出は増えることとなる。しかしタンザ
ダルエスサラーム市内でよく見られる果物や野菜を売る小売商。
タンザニア経済を支えるのはこのような
インフォーマルセクターの労働者ともいわれている

ニアはGDP比５％を超える慢性的な財政赤字国であ
り、特に問題とされているのが低調な歳入である。そ
のため、歳入見込みが当初予定を下回ると、期中で予
算策定時に計画していた投資プロジェクトを遅らせ、

しは、必ずしも明るいものばかりではない。期待の天

歳出の抑制を図る必要も生じてくる。その結果、イン

然ガス開発に遅れが生じる懸念があるためである。開

フラ整備が遅れ、天然ガス開発プロジェクトの進捗に

発が遅延する理由としては、①政府の意思決定の遅

も影響が生じることとなる。

れ、②財政の制約に起因する関連インフラ整備の遅れ、
といった問題があげられよう。
まず一点目であるが、意思決定の遅れの背景として、

かんが

以上のような政治的・経済的事情に鑑みると、今後
の天然ガス開発のスケジュールが予定通りに進まない
ことも想定される。仮に天然ガス開発の遅れが現実と

産出された天然ガスの国内利用分と輸出利用分の配分

なると、マーケティングに問題が生じるおそれがある。

を巡る問題や、ローカルコンテンツを巡る問題（開発

隣国モザンビークを始め、近隣諸国は先を争って資源

会社に対してタンザニア現地住民の雇用を求める等）

開発を進めているほか、アメリカをはじめとしてシェー

などが決着していないことがあげられる。さらに、生

ルガス開発が進展するなか、天然ガス生産の開始が遅

産物を産出国政府と開発会社の間で分け合うことを取

れることは、有望な顧客をつかむチャンスを逸するこ

り 決 め た、 生 産 物 分 与 契 約（PSA；Production

とにつながる。こうした点からも、開発プロジェクト

Sharing Agreement）の詳細がリークされるという

の遅延は避けなければならない。

事件が起きた。そのなかでは、政府の取り分が想定以
上に少なかったことから、タンザニア市民の間で不満
が高まり、政府に契約の見直しを求める声があがって

いっ

ポテンシャルを現実に

いるとの話も聞かれた。これらの問題が解決され、天

前述したように、天然ガス開発にかかる障壁は少な

然ガス開発にかかる政策や関連法案の整備などが固ま

くないものの、タンザニアの有するポテンシャルに対

らない限り、開発会社としても巨額の投資決定を行う

しては、高い期待が寄せられているといえよう。現地
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で複数の民間銀行から話を聞く機会を得たが、いずれ
の銀行からも、タンザニアが乗り越えるべき課題の多
さが指摘されたものの、その成長ポテンシャルには強
い期待が示された。では、こうしたポテンシャルを現
実のものとするに当たりどのような課題が想定される
だろうか。
まずマクロの視点からみた課題としては、急速な経
済発展の陰での、電力不足や物流の滞留、道路の渋
滞などがあげられる。こうした諸問題を解決するため、
電力・港湾・交通などへのインフラ投資が求められ
左奥に見える対の建物はタンザニア中央銀行

る。一方で、先にみた通りタンザニアは慢性的な財政
赤字国であり、持続的な財政管理・債務管理がなされ
なければ、この堅調な経済成長にブレーキがかかるこ
ともあり得る。そのため、歳入の増加などを通じて財
政赤字の削減を図りながら、効果的なインフラ投資を
通してボトルネックを解消しつつ、経済成長を実現し
ていく必要がある。
また、タンザニアはGDP比10％を超える恒常的な経
常収支赤字国であることにも注意が必要である。確か
に多額の経常収支赤字は、天然ガス開発やインフラ開
発にかかる輸入増に由来している面もある。また現在
のところは、援助資金や多額の直接投資に加え、非譲

ダルエスサラームのスーパーマーケットにて
商品に日本と大きな差はみられない

許的借入を増やすことで、赤字分のファイナンスは行
われている。しかし、天然ガスによる輸出収入が見込
まれるのは、早くとも2020年以降とみる向きも多いな

かしながらこの水準は、国連の分類によれば、依然「後

か、輸入のさらなる拡大による経常収支の悪化や、援

開発途上国（LDC；Least Developed Countries）
」

助資金の減少といった事態に直面した場合、外貨繰り

とされており、政府は貧困の削減や経済成長などを目

が厳しくなることも考えられる。

的 とし た「 タ ン ザ ニ ア 開 発 ビ ジ ョン（Tanzania

最後に、タンザニアならではの官僚機構の特徴につ

Development Vision）2025」を打ち出している。資

いても言及したい。途上国の中には民主化が進んでい

源ブームに沸き立つ一方で、今後タンザニア政府には

たとしても、トップダウンによって政治機構の運営が

天然ガス開発だけでなく、幅広い投資を呼び込み、国

なされる国も多い。しかしながら現地の声を聞くと、

民の生活の質を引き上げるための適切なかじ取りが求

ことタンザニアに関しては、トップの鶴の一声で実務

められる。世界銀行の「Doing Business 2014」の中

レベルでの迅速な動きが生じることはあまりないとい

では、タンザニアのビジネス環境評価は189カ国中145

う。したがって、大統領や大臣の了解を取り付けた国

位とされているが、果たしてこの現状を変えることが

家プロジェクトであっても、必ずしもスムーズなプロ

できるだろうか。タンザニア政府の、そしてタンザニ

ジェクトの実行が約束されるとは限らない。ある意味

ア国民の目には、その有する大きなポテンシャルを現

で「民主的」だと言えるかもしれないが、政府の政策

実のものとした先に、どのような国の姿が見えている

実行能力にやや心もとなさを覚える。日本企業がタン

だろう。タンザニアの明るい未来を願いつつ、今後も

ザニアでのビジネスを進める際に、この特徴は留意す

その行く先に注目したい。

べき点となるだろう。

タンザニアの未来とは
2004年にはわずか351ドルであった１人当たりGDP
は、この10年間で719ドルへと２倍以上に伸びた。し
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いる。
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