
1. モーリタニアとの初めての出会い:
「ホスピタリティ」

「月の砂漠をはぁーるーばるとー」
　海辺の「砂漠」に、「三日月」、「満天の星空」、「ら
くだの隊商」。まさにこの歌が念頭に浮かぶ風景
が広がっていました。1984年11月、私はヌアク
ショット空港に降り立ちました。
　これが私と「モーリタニア」の初めての出会いで
した。
　当時、私は外務省アフリカ第一課の首席事務
官を務めていました。アフリカの旱魃被害で「飢
餓」が進行し、日本政府としても「飢えているアフ
リカの子供たちのために何か支援できることはな
いか」ということで、「アフリカ飢餓調査団」を結成
し、私はその事務局の役割を担うことになりまし

るのも美しく感じました。その後道
路のない砂漠の中を延々と走りま
した。強風が吹き砂嵐にもあい、ふ
と「こんなところに人が住めるのだ
ろうか」「世界にはもっと住環境の良
い場所が一杯あるのに何故こんな
厳しい住環境に住まなければなら
ないのか」との思いがよぎったのを
覚えています。
　やっとの思いで「飢餓に苦しんで
いる」という村落に到着しました。そ
こには大きなテントが張ってあり、
地面の砂の上に絨毯が敷き詰め
られそのテントに招かれました。調
査団のメンバーが絨毯の上で車座になると大きな
ボールに並 と々注がれた白い液体（ラクダの乳）を
勧められ、その後「羊の丸焼き」（ムシュイ）が出て
きました。
　「ここは食糧がなく飢えているのではないので
すか」と聞くと「我々は、遊牧民で食糧がなくて
困っていても遠い日本から来ていただいた「客人」
には羊の肉を提供するのはあたりまえのことだ」と
言われ驚くとともに、遊牧民の「自分たちは食べ
なくても、「客人」を大切にする」という「ホスピタリ
ティ」に感激したことを覚えています。

2.新設大使館の「初代日本大使」として
の着任と信任状捧呈:「親日国」
　
　あれから25年、2010年2月23日、私は多くの引
越荷物をかかえ再びヌアクショット空港に降り立
ちました。2009年12月、ヌアクショットに「日本大
使館」が開館され、私は「初代」の「駐モーリタニア
日本国特命全権大使」として赴任することになっ
たのです。
　空港から大使公邸まで約20分、道路沿いには、
多くの建物が立ち並び今や25年前の面影はほと

た。「東アフリカ調査団」と「西アフリカ調査団」を
結成し、東アフリカ調査団は、ザンビア、エチオピア
では当時の安倍晋太郎外務大臣に随行すること
になり、中近東アフリカ局長をヘッドとして、経済協
力局、国連局の各首席事務官、日本赤十字、難民を
助ける会、日本国際ボランティアセンター（JVC）を
はじめ当時発足し始めていた日本のNGO、多数の
報道関係者とともにアフリカに向かい計8カ国を
訪問、調査しました。
　この調査団の報告が機縁となり「アフリカに毛
布を送る運動」が開始され、一大国民運動に発展
し、「アフリカ協会」もその構成団体の一つとして
大きな役割を果たされていたことを思い起こしてい
ます。
　さて、当時の「ヌアクショット」は海辺の砂漠に首
都を築いて20年あまりが経過していましたが、見
渡す限りの砂漠にホテルが一軒ぽつんとあり、住
居が時たま見られるだけの「村落」という風情でし
た。それでも「首都」には食糧があり、「飢餓」はな
く、「飢餓に苦しんでいる」という50キロ離れた場
所に赴きました。四輪駆動車で最初は一本のまっす
ぐの「舗装道路」を走りました。道路の周りは一面
の砂漠の丘（デュン）が波の形をして「砂の海」と
なって広がっており、強い風が吹くとその「デュン」
が移動し形を変えるのを興味深く眺めました。ま
た道路の上を砂が音もたてずに「すーっと」移動す

んどありません。まだ舗装道路が十分には整備さ
れてはいないものの、この25年間の街の変化・発
展振りには驚きました。
　到着から5日後の2月28日、私は、アブデル・ア
ジズ大統領に信任状を捧呈しました。
　「信任状」というのは、天皇陛下から大統領宛の
ものでこの信任状捧呈が終わらないと任国での大
使としての正式の外交活動が開始できないため、
新任の大使にとっては赴任後、最初の最大関心事
項なのです。モーリタニアでは着任から信任状奉
呈まで最低一ヶ月は待たされるのが通例なのにも
関わらず、今回、モーリタニア側は私の着任「5日
後」という最短期間にこの日を設定してくれたので
す。これは極めて例外的な措置でした。ちなみに、
同日に7カ国の大使が信任状捧呈を行いました。イ
ンド、パキスタン、カナダ、韓国、ブルガリア、豪州の
大使です。彼らは、私の着任まで待たされていたの
です。しかも私が一番最初に信任状を捧呈し、その
模様は翌日の政府系紙の一面トップ記事で大統
領と私の二人の写真を半面に掲載され、タイトルは
「各国大使が信任状捧呈。日本大使館が開館」とい
うものでした。これは、モーリタニア政府が日本大
使館の開館と初代大使の着任をいかに「大歓迎」
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井戸堀等、教育、医療、水、食糧安
全保障等の分野で「国民に直接裨
益する」経済協力を地道に継続して
きた結果として高い評価を得てい
ます。
　国会議員のレベルにおいても、7
月10日に開催された「モーリタニ
ア日本友好議員連盟」創設準備会
合において、与野党議員等11名が
出席、各議員より一様に 「（1）日本
は経済大国であり、国家の歴史も
古く、日本固有の文化を有し我々は
深い尊敬の念を抱いている。（2）ま
た、日本との関係では、伝統的な漁
業分野以外にも農業、教育、保健、飲料水供給等の
分野で協力頂いており、謝意を表したい。日本の経
済協力はモニュメンタルな大規模なものというより
は、学校、クリニック、井戸等地域住民に直接裨益
し、地域住民と密着した高品質で効果の大きい案
件が多く、また日本はモーリタニアの政治に介入す
ることはないので、その点を含めて我々は高く評価
している。（3）日本との関係強化については、与野
党あげて大賛成である」との発言が相次ぎ、早急に
同議連を結成することとで与野党間の合意が得ら
れ、その後、議会内の正式な手続きを経て8月に、
議会の正式な機関として「モーリタニア日本友好
議員連盟」が発足しました。
❸また、モーリタニアは鉄鉱石、銅、金、等の産出国
で、最近石油、天然ガスの産出が始まった他、ウラ
ン、レアアース、リン鉱石、水晶など天然鉱石が豊
富にあることが分かっており、日本企業にも関心を
持ち始めていただいています。特に「鉄鉱石」につ
いては、2010年4月から15年ぶりに日本への輸出
が再開されました。また、「金」については、3年前
からタジアーストの金鉱山の開発が進み、増産に
つぐ増産で近い将来に、「タジアースト」は「アフリ
カ最大」の金鉱山になると言われています。

　このようにエネルギー・鉱物資源の開発のポテ
ンシャルが大きいほか、現アジズ政権が電気、水供
給、通信、道路等の「インフラ整備」を進めており、
日本企業が投資、参入する機会は大きく開かれて
います。

4.アブデル・アジズ大統領下の
モーリタニア

❶現政権のアブデル・アジズ大統領は、2008年
8月6日のクーデターによって政権に就きましたが、
2009年7月18日に民主的な選挙で大統領に選出
され、同年8月11日にはラグダフを首相とした新内
閣が組閣されました。アブデル・アジズ政権は、過
去の「腐敗政治」と決別し、モーリタニアに新たな
歴史を築くため、「腐敗との戦い」「貧困との闘い」
「テロとの戦い」をスローガンとして、国政に真剣に
取り組んでおり，具体的な成果を挙げています。
　アブデル・アジズ大統領がクーデターによって
失脚させたアブダライ前大統領は2007年3月、大
統領選挙により選出された初めての「文民大統
領」として国際社会からの期待が大きかったので
すが、マグレブのアルカーイダ（AQMI）のテロ活

しているかの証でした。その後、各大臣、国会議員、
財界人、新聞記者等に着任挨拶で会いましたが、
一様に「私達は、日本大使館の開館を20年待っ
ていた。やっと自分達の「悲願」がかなってこんな
にうれしいことはない。」と言うのです。「20年待っ
た。」というのは、モーリタニアは1998年に東京に
モーリタニア大使館を開館して日本大使館の開館
を待っていたのです。この言葉に感動し、私も「こ
んなに「親日的」な国は世界にそうあるものではな
い。「本当の友好国」としてこの国の発展のために
力を尽くしたい」と思いました。

3.モーリタニア概要と日本との関係

❶「モーリタニア」は、モロッコの南、セネガルの北
に位置し、「北アフリカ」と「西アフリカ」の狭間の
国です。西は太平洋に面し、その海岸線は約700
キロ、北部は西サハラ、北東はアルジェリア、東部は

マリ、そして南部はセネガル川を境にセネガルと国
境を接しています。面積は日本の約3倍、人口は約 
330万人で国土の3分の2は砂漠地帯です。西側の
海岸線は魚が豊富で日本にもタコ・イカをはじめ
魚を輸出しており、日本で売られているタコの約半
分はモーリタニアからの輸入と言われています。ま
た、サハラ以南のアフリカですが、人口の半分はア
ラブ人で肌の色が白い人も多く、「アラブ連盟」にも
加盟し、「イスラム共和国」でもあります。
❷モーリタニアは1960年の独立以降50年にわ
たって日本と漁業関係を中心に良い関係を保っ
てきましたので、大変に「親日的」な国です。また、
2010年は日本と「モーリタニア」の外交関係50周
年の記念すべき年でした。
　特に、砂漠でテント生活する遊牧民だった人々
に、世界有数の豊富な漁場であるモーリタニア沖
で、漁業を教え（特にたこ壺漁）たのが、日本人の
JICA漁業専門家であり、日本の経済協力で首都
のヌアクショットに「魚市場」、北部のヌアディブに
「たこ漁」を中心とする「零細漁港」と「魚市場」が
作られた結果、日本、欧州などに輸出できるように
なりました。このように、この国の経済を支えてい
る一つの柱が「漁業」であり、モーリタニアからは、
この漁業をこれまで支えてきたのは「日本」である
として感謝されています。
　また、この間、日本は、ヌアクショット、ヌアディ
ブでの小中学校の建設、医療施設、南部地域での
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ている背景としては、「腐敗に対す
る怒り」や「貧困層の不満の爆発」
が指摘されていますが、「モーリタ
ニア」は今やマグレブ諸国の中でも
「腐敗対策」「貧困対策」がある程
度進展し、「安定国」に向っている
国ともいえるのではないかと思い
ます。
❹このような努力を通じ、モーリタ
ニアが「安定国」になりつつある証
として、アブデル・アジズ大統領が
アフリカ連合（AU）でコートジボ
ワールの紛争解決のための「AU
ハイレベルパネル」の議長に選出さ
れ、2011年2月20日、モーリタニアでその関係の
「アフリカ5カ国首脳会議」を開催し、さらに翌21日
から23日までアビジャンを訪問して両「大統領」の
仲介の労をとっていることがあります。国内が安定
していなければ他の国の紛争の仲介はできません
から、これは国内の安定の「証」とも言えるのです。

5.今後の日モーリタニア関係強化の
方向性

❶私の着任以降、当地で唯一の日本企業である
「AFREX」が長距離バスの運行や運送業を開始
したほか、鉄鉱石の日本への輸入再開が始まりま
した。また、製鉄分野での投資案件や資源開発の
分野でも関心を示している日本企業があります。さ
らに、筑波大学の先生方も来訪され、今後この国の
「食糧安全保障」に資するため、農牧業、漁業分野
での基礎データの収集分析を始めとする「学術交
流」についても検討が開始されました。
❷2011年1月8 ～ 9日、日本大使館開館後初めて
の要人訪問として、菊田外務大臣政務官がモーリ
タニアを訪問されました。ムクナス外務大臣が自ら
空港送迎、昼食会の主催、大統領表敬への同席を

行うとともに、セネガルまでの移動については大統
領専用機を提供する等、モーリタニア側は「破格」
の対応を行い、その「ホスピタリティ」と「親日振
り」を遺憾なく発揮しました。
　この訪問で菊田政務官は、今後両国間の「ハイ
レベル」での交流強化の意向を示すとともに、これ
までの50年間に漁業関係を中心に築いてきた極
めて良好な両国関係を資源分野等に広げ関係の
多角化を図ることにより、両国が「ウィン・ウィン」
の関係を築いていくことで先方政府と完全な意見
の一致を見ました。
❸私自身も、外交関係樹立以来この50年間、漁業
分野をはじめとする貿易、経済協力関係における
先達の地道な努力のおかげで「親日国」となって
いるモーリタニアとの伝統的に極めて良好な関係
を引き継ぎ、初代の駐モーリタニア日本大使とし
て、今後は資源分野等における日本の民間企業の
投資促進を図り、両国関係を「多角化」し、より重
層的なものとすべく、あらゆる機会をとらえ、障害を
ひとつひとつ取り除きながら、一歩一歩前進するこ
とで、両国関係強化のあらたな地平を切り開きたい
と思っておりますので、皆様の御理解と御協力を賜
りますようお願い申し上げます。

動による治安情勢の悪化、夫人の金銭スキャンダ
ルが象徴する「腐敗体質」のため「自壊」した面も
あったのです。このためアブデル・アジズ政権は、
「腐敗との戦い」では不正汚職事案を厳しく摘発、
処罰しており、アフリカではありがちな警官、空港
職員等による「金品の要求」等の不正事案はかな
り減少していることが実感されています。
　また、「貧困との戦い」では、首都ヌアクショット
の貧困地域や、特に貧困層の多い南部地域に電
気、水供給、道路等のインフラ整備に努めているほ
か、最近の食糧価格の高騰を始めとする生活必需
品価格の高騰に対応するため、国内に600箇所の
生活必需品の「緊急小売店」を設け「貧困層」に
は正価の半額で販売する等のきめ細かな対応を
実施しています。
　さらに「テロとの戦い」では、軍部出身で、対テロ
対策に知見を有するアブデル・アジズ大統領が、
自身の政治生命をかけて「テロ対策」に取り組み、
「モーリタニア国内にはテロリストを絶対に入れな
い」との固い決意の下に、徹底した「国境管理」を
実施するとともに、国内の要所約300箇所に「検
問所」を設けテロリストの摘発に努めています。ま
た、市民への思想教育を中心とした積極的な対テ
ロ対策にも取り組んでいます。特に若者への教育
という観点では、イマームという宗教指導者を通じ
たイスラム思想の教育により、「テロ行為はイスラム

の教えに反する」旨訴えることにより若者が過激化
した思想をもつことのないようにしており、教育関
係者、部族長及び政府関係者が協力して対テロ対
策に当たっています。
❷このような取り組みの結果、マリ、ニジェール、ア
ルジェリア等周辺諸国が「イスラム・マグレブ諸国
のアルカイーダ」（AQMI）等によるテロ及び誘拐事
件で大きな問題を抱える中、「モーリタニア国内」で
は，ここ一年、大きな問題は発生してはいません。
しかしながら、厳しいテロ対策の実施によりモーリ
タニア現政権が「イスラム・マグレブ諸国のアルカ
イーダ」から敵対視されていることから注意が必要
なことは言うまでもありません。
❸「チュニジア」に端を発した「騒動」が瞬く間に
「エジプト」「リビア」等の北アフリカ、「バーレーン」
「イエメン」等の中東諸国に広がる中で、現時点で
は「モーリタニア」には「飛び火」していません。こ
れは、アブデル・アジズ政権が、上記のとおり「国
民目線」「貧困層の目線」で施政を行っているため、
国民も不満が全くないわけではないものの、この
大統領の姿勢をある程度評価しているからだと思
われます。もちろん今後の情勢を注視していく必
要はありますが、野党関係者等がチュニジアに端
を発した動きに乗じて「デモ」等の動きは示すもの
の、国民の中に大きく広がるような動きは見られて
いません。
　現在、マグレブ、中東諸国の内政が不安定化し
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