コンゴ（民）経済情勢
月例報告
２０１６年８月
主な出来事
●国営鉱物会社ジェカミンが経営再建のための近代化計画を発表した。負債の減少に焦点を
当てており、事業費や人件費など固定費の削減に努める。１１，０００人の従業員のうち２，２５
０人の人員整理を実施し、１億１５００万ドルを節約する。
● １７日より黄熱のワクチンキャンペーンが開始された。日本をはじめ、ユニセフとＧＡＶＩアラ
イアンスによる支援も表明され、キンシャサで２週間実施される。
● ＲＥＤＤ＋の枠組みにおいて、ノルウェーから２億ドルの資金援助が実施された。ＲＥＤＤ＋
は５年で１０億ドルを動員する気候変動および森林伐採対策のためのプログラムである。
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（2015 年データ出典：コンゴ（民）中央銀行（ただし人口のみ世銀 2014 年））
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GDP セクター別構成比（2015 年）
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経済
１． 市場（鉱物・資源関係）
（１）ＭＣＫ：買収
カトゥンビ氏が保有していたカタンガ・マイニング・カンパニー（ＭＣＫ）がフランスの
ネコトランスに買収されることになった。ネコトランスは１９９５年より、主にロジステ
ィクスの部門で活動している。現在、ボマ港やマタディ港の管理および鉄道分野に興味を
示している。
（２日付け tempêtes des tropiques）
（２）アルベール湖原油開発：トタル社
フランスのトタル社が、アルベール湖での原油掘削を２０１７年もしくは２０１８年の中
旬までに開始する予定であると発表した。ヴィルンガ国立公園内は環境保護と生物多様性
の観点から掘削は行わない。
（４日付け les dépêches de Brazzaville）
（３）Ivanhoe Mines（アイヴァンホー・マインズ）
：銅鉱脈の発見
カナダの探鉱企業アイヴァンホー・マインズは１１日、カモアの銅鉱脈の南側のカクラに
おける調査結果を発表し、カモアの銅鉱脈では採掘されていない質の高い銅鉱石が埋蔵さ
れていることが判明した。右結果は２０１５年９月にアイヴァンホー・マインズとの共同
採掘権を得た中国の Zijin Mining Group にとって朗報となる。（１２日付け Jeune Afrique
など）
（４）テンケ・フングルメ鉱山：５～８月産出量
テンケ・フングルメ鉱山の５月～８月の銅カソードの産出量は５５，４１９トン、コバル
ト鉱石は４，３０４トンであった。中国資本のテンケ・フングルメ鉱山会社は従業員の９
８％である３，４００人が、下請けの９５％である３，９００人がコンゴ人である。国庫
への税支出は５，５６０万ドルであった。（１７日付けＡＣＰ）
（５）ジェカミン：再建計画
長年経営難に陥っている国営の鉱物会社ジェカミンのアルベール・ユマ理事がジェカミン
の近代化計画を発表した。第１の軸は負債の減少に焦点を当てており、事業費や人件費な
ど固定費の削減に努める。１１，０００人の従業員のうち２，２５０人の人員整理を実施
し、１億１５００万ドルを節約する。ジェカミンは近代化計画のため７億ドルを超える増
資を予定しており、そのうちの２億ドルは銀行からの融資、残りを、オー＝カタンガ州カ
ムフンドゥワ鉱山開発による利益から賄う予定である。ジェカミンの負債は現在１兆６０
００億ドルにのぼる。（１８日付け L’Avenir）
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２．市場（インフラ・農業・投資・金融など）
（１）航空部門：コンゴ航空会社
国営のコンゴ航空会社がキンシャサ・ヨハネスブルグ間の就航を１１月１日より開始する
と発表した。
（３日付けＡＣＰ）
（２）ガソリン価格上昇
ガソリン価格が１リットルあたり１，４４０コンゴ・フランから１，４９０コンゴ・フラ
ンに僅かに上昇した。２月以降続くコンゴ・フランの下落に伴う影響を受けた。
（２３日付
け Radio okapi）
（３）鉄道再開：キンシャサ－マタディ
２２日、キンシャサ－マタディ間の鉄道が１０年振りに再開された。これにより、コンゴ
交通公社（ＳＣＴＰ）は１ヶ月に１０万トンの貨物を輸送できる。既存道路であると、２
０００台のトラックが必要な規模である。（２４日付け Le potentiel）

３．財政・マクロ経済・行政など
（１）開発指数分析ユニット：ウェブサイト
３日、マタタ首相は開発指数分析ユニット（ＣＡＩＤ）のウェブサイトを立ち上げたと発
表した。１４５の地域および２３の市の社会経済分野におけるデータが閲覧できるように
なる。ＣＡＩＤは保健・教育・農業・インフラなどのセクターのデータ収集を目的として、
ＷＦＰとＦＡＯの協力により設立された。社会経済分野の開発にかかる投資誘致に貢献す
る。
（４日付け Primature など）
（２）キンシャサ：右ハンドル車両の通行禁止
キンシャサ州政府は６日、２０１７年１月より右ハンドル車の通行を禁止すると発表した。
全ての右ハンドル車の所有者は、コンゴ（民）の道路法に則り、左ハンドル仕様に変更し
なければならない。
（８日付け Radio okapi）
（３）コンゴ（民）経済：ドル化
コンゴ（民）経済のドル化が進んでいる。国家の銀行預金の８６％および銀行信用の９０％
がドル建てである。コンゴ（民）政府は外生要因のショック軽減のため、脱ドル化政策を
２０１３年以来進めているが、脱ドル化政策は、２０００年代に成功したとされているラ
テン・アメリカやアジア諸国でも４０％程度であり、舵取りが難しい分野である。（２７日
付け Libération）
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（４）トロイカ戦略会合の要旨
２９日に催された、首相以下、予算大臣（国務大臣兼任）、国家経済大臣、財務大臣、中
央銀行（ＢＣＣ）総裁等が出席するトロイカ戦略会合の主な内容は以下のとおり。
インフレ率
２０１６年度目標４．２％に対し３．３８１％
対ドル為替市場（２５日付け）
銀行間レート１，０１７．９３コンゴ・フラン、市中レート１，０７４．８３コンゴ・フ
ラン
外貨準備高（１８日付）
１０億３，２６０万ドル、輸入額の４．５６週間分
政策金利
２％で維持
国庫残高（２６日付）
８０１億７，５００万コンゴ・フランの赤字
４．対外関係・その他
（１）黄熱ワクチンキャンペーン :保健省
８日、カバンゲ保健大臣は１７日より黄熱のワクチンキャンペーンを開始すると発表した。
この日行われたユニセフとＧＡＶＩアライアンスからの１３００万ドルの資金援助の署名
の場で発表された。ンジリ、マシナ、キセンソ区から始められる。（９日付けＡＣＰ）
（２）ブラジル関係
ブラジルからの専門家団が１１日、ＩＮＰＰ（国立職業訓練機構）を訪問し、建設・エネ
ルギー・水関係の技術移転のため、ＩＮＰＰ研修員のブラジルでの国内研修を打診した。
（１
２日付けＡＣＰ）
（３）黄熱ワクチンキャンペーン：中国の援助
１７日から実施される予定の黄熱ワクチンキャンペーンに対し、中国が２０万ドルの資金
援助を決定した。
（１５日付け Les Dépêches de Brazzaville）
（４）ノルウェー：ＲＥＤＤ＋
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ヤブ財務大臣は２２日、ノルウェーからＲＥＤＤ＋の枠組みにおいて２億ドルの資金援助
を受け取った。ＲＥＤＤ＋は５年で１０億ドルを動員する気候変動および森林伐採対策の
ためのプログラムである。
（２４日付け Primature など）
（５）中国関係：ブサンガダム（チュアパ州）
政府は２３日、チュアパ州のルアラバ川沿いのブサンガ水力発電所建設に係る署名をシ
ノ・イドロ社との間で取り交わした。２４０ＭＷの電力生産能力を有する６億１７００万
ドルの事業である。
（２４日付け Primature など）
（６）韓国関係：ケンゲ保健センター
ＫＯＩＣＡによる支援でクワンゴ州ケンゲに保健センターが建設され、落成式が執り行わ
れた。韓国は母子・新生児・小児に関する保健セクター改善のため、３年で６００万ドル
の事業支援をしている。
（２４日付け Le potentiel）
５．対日経済・開発協力関係
（１）日本の緊急援助隊（黄熱）
：ミッション終了
コンゴ（民）政府の要請を受けて派遣され、キンシャサに滞在していた日本の黄熱緊急援
助隊が２週間の調査を終えて帰国した。援助隊は国立生物医学研究所（ＩＮＲＢ）におい
て、感染が疑われる４００の検体を調べると同時に、ワクチンキャンペーンにかかる準備
においても保健省と協力した。日本政府は他に、黄熱病対策支援に緊急援助として３５０
万ドルの資金援助を実施すると発表した。（８日付けＡＣＰなど）
（２）ＩＮＰＰ：多目的室の命名
キンシャサの国立職業訓練機構（ＩＮＰＰ）の多目的室が、緒方貞子元ＪＩＣＡ理事長の
名を冠し、緒方貞子多目的室と称することとなった。チクヤＩＮＰＰ総裁によると、ＪＩ
ＡＣによるＩＮＰＰへの支援は内戦により中断したが、近年またこうして強固に支援して
くれるＪＩＣＡおよび日本政府への敬意の現れである。緒方貞子ＪＩＣＡ理事長は１９９
１年から２０００年まで国連難民高等弁務官を努めており、２００６年にはキンシャサと
ゴマを訪れている。
（８日付け Le phare など）
（３）ＩＯＭ：黄熱病緊急支援
日本が黄熱病の国境管理対策のために国際移住機関（ＩＯＭ）に５０万ドルの支援を決定
したことが発表された。アンゴラでアウトブレイクした黄熱病は。国境を越えてコンゴ（民）
に流入しており、国境における黄熱病患者の早期発見および予防接種体制の強化が必要と
される。ＩＯＭは保健省国境衛生プログラム（ＰＮＨＦ）と協力し、国境を越える旅行者
および移民の管理体制を強化する。
（１１日付けＡＣＰ）
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（４）ＡＢＥイニシアティブ：壮行会
２３日、スルタニホテルにて日本のＡＢＥイニシアティブの枠組みにおいて日本へ出発す
るコンゴ（民）の７人、コンゴ（共）の１人の壮行会が執り行われた。ＡＢＥイニシアテ
ィブはアフリカの若手知識人に対して提供される奨学金であり、大学院などで研究したの
ち、
日本企業でのインターンシップなどが予定されている。
（３０日付け Nouvel Observateur）
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