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持続可能な開発への挑戦 

セッション 1：途上国における持続可能な開発への挑戦 

講義 1: 現場からのケーススタディ、サブサハラ・アフリカにおける開発援助の現況 （40 分） 

 

 貧困は環境破壊の原因であり且つ結果でもある、という理解を踏まえて、貧困削減がアフリカ

における持続可能な開発の主要なテーマとなっている。アフリカに対する開発援助の歴史を見る

と、1980 年代には構造調整、1990 年代にはアフリカ悲観論と教育や保健といった社会サービス

の強化が主要テーマとなり、2000 年代にはガバナンスや経済成長が志向されている。最近の議

論では、アフリカにおける年率５％の経済成長を背景に、インフラ整備や民間部門への開発支援

が取り上げられている。 

 2008 年 5月に横浜で開催された第四回アフリカ開発会議（TICAD 4）では、アフリカ開発につ

いての包括的な議論が行われた。議論のテーマは、１）経済成長の加速化、 ２）人間の安全保

障の確立（ミレニアム開発目標の達成、平和の定着とグッド・ガバナンス）、3）環境と気候変動



への取り組み、であった。 

 

 このようなアフリカ開発のテーマの系譜を踏まえて、以下の 3つの事例を紹介する。 

1. 国境を超えたインフラの整備 

 アフリカ域内の協力強化は、経済開発や平和の定着の鍵となるテーマである。このため、域内

経済の活性化のためには、国境をまたぐ道路網といったインフラの整備が不可欠である。内陸国

にとっては近隣の港湾への輸送手段の確保は、国際市場とのつながりを左右する重要事項である。

他方、沿岸諸国にとっては、内陸の後背国につながる辺境のインフラ整備は、優先度の高い投資

とは言えない。このため国家単位を超えた国際的な視点からの調整が必要となってくる。また、

インフラ整備については、通過する地域のコミュニティや貧困層への裨益についても、考える必

要がある。 

２．南スーダンにおける平和構築と復興支援 

 南北スーダンの間で 2005 年に締結された包括和平合意により、南部スーダンへの復興支援が

緊急課題となった。特に、目に見える平和の配当を人々に迅速に示すことが、和平を進展させる

ためにも期待されていた。JICA はジュバ市の都市インフラを整備するための緊急調査を行うと

ともに、河川港の整備を行った。新設の河川港は南スーダンの人々に高く評価されたが、あわせ

て、港の管理運営能力の改善が次なる課題として顕在化した。 

３．アフリカ稲作振興 

 サブサハラ・アフリカでは人口の約 70％が農民であり、彼らの貧困削減に取り組む必要があ

る。アジアにおける経済成長の経験を考慮すると、緑の革命をアフリカで実現することには十分

な意味がある。ただし、アジアの経験をそのまま持ち込むのは適切ではない。コメはアフリカに

おいては生産技術に改良の余地が大きい点でも、年々増加する消費量の点でも、有望な穀物であ

る。TICAD4 で提唱された「アフリカ稲作振興のための共同体」は、アフリカにおけるコメの生

産を 10 年間で倍増することを目的としている。しかし、持続可能な開発の視点からは同時に食

料生産の多様性を考えることも重要な側面となっている。 
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Challenge to Sustainable Development 

Session 1: Sustainable development challenges in developing countries. 



Lecture 1: Case Studies from the Field, Development Assistance in Sub-Sahara Africa (40 

minutes.) 

 

As we understand that poverty is a cause of environmental degradation as well as a result 

of it, the reduction of poverty is a main issue of sustainable development in Sub-Sahara 

Africa. The history of development assistance to Africa has been characterized by 

structural adjustment in 1980s, Afro-pessimism and social services delivery in 1990s and 

governance and growth orientation in 2000s. The latest discussion focuses on 

infrastructure and private sector development by reflecting recent 5% of annual economic 

growth in Sub-Sahara Africa. 

The 4th Tokyo International Conference on Africa’s Development (TICAD 4) held in May 2008 

provided an overall picture of development issues in Africa. The pillars of the TICAD 4 

were 1) boosting economic growth, 2) ensuring human security including achieving MDGs, 

consolidation of peace and good governance, 3) addressing environmental issues and climate 

change.  

 

Taking above descent of Africa’s development agenda into account, following three cases 

are presented. 

1. Cross border infrastructure development 

Regional/sub-regional integration is one of key approaches for economic growth and 

consolidation of peace in Africa. In order to promote regional economic activities, it 

is indispensable to develop infrastructure such as cross border road networks. For 

landlocked states, transportation to the port controls access to international market. 

However, for coastal states, infrastructure development in remote area stretched to 

backyard countries is not attractive investment. Therefore, international coordination 

is required from view point of regional economy. The infrastructure development has other 

aspects like pro-poor development to be considered. 

2. Peace building and Reconstruction in South Sudan 

After comprehensive peace agreement (CPA) in 2005 between north and south Sudan, 

reconstruction of south Sudan became an urgent issue. Tangible dividend of peace to the 

people was expected in order to ensure the peace process. JICA has conducted urgent study 

on urban infrastructure in Juba town as well as rehabilitation of a river port. The new 

port was appreciated by the people of south Sudan. Then, the capacity to manage the port 

became the issue to be developed.  

3. Coalition of African Rice Development 

70% of population is farmers in Sub-Sahara Africa, and poverty reduction for those people 



is a fundamental issue to be tackled. Taking Asian growth experience into account, green 

revolution is something we can try in Africa though we know that simple copy of same approach 

is not appropriate. Rice is most promising grain in terms of cropping technologies and 

marketing. The Coalition of African Rice Development was launched in TICAD4 which aims 

at doubling rice production within 10 years. Meantime, diversity of food production is 

another element to be considered in order to improve sustainability. 
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