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「ヒカリを探そうと 真夜中の空へと 
天体観宛てさえなく 手を伸ばす 

 
Seek A Light いつの日か 出逢える だから 

To The Sky それぞれの 梦を拡げて 
夜明けのその前が １番暗いんだって 
Seek A Light 限りある時間のなかで 

Wild & Tough 交差する 奇跡を越えて 
 

この暗闇は きっと 未来の 序章(プロローグ)だから See The Dark…」 
 
 

Happiness ”Seek A Light”より 
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1.	 社会認識 
	 	  
	 世界では、ヒト・モノ・カネの往来が活発になるグローバル化が進行している。国境を越えた貿易、IT 化

により、民族・宗教・文化の枠を越えた人々の関わり合いの機会が増加した。それに伴い、世界の国々の相互

影響・依存の度合いは急速に高まっている。その結果、紛争や貧困、人権の抑圧、感染症、環境問題など、一

国のみの問題ではなく、国際社会全体に関わるものとして取り組むべき地球規模の課題への関心がこれまで以

上に寄せられている。 

	 1948 年に世界人権宣言が採択されたことをきっかけに、世界中で徐々に人権保護への意識が高まった。グ

ローバル化は人々の人権意識にも及んだのである。その結果、国際社会は人々の生存を脅かしている貧困に対

処するべきである、という風潮が広まった。先進国や国際機関はさまざまな方法で対途上国援助を行い、貧困

解消に力を注いで来た。 

	 こういった流れの中で、1960 年代、途上国への支援が本格的に開始された。その結果、1980 年代には、東

アジア諸国は経済成長を遂げた。一方、アフリカは各地域での紛争を背景に、援助額にたいしての援助効果が

極めて小さかった。一日 1.25 ドル以下で生活している人々は、2010 年時点で 12 億人存在している。 

	  

 
2.  理想社会像・問題意識 
	 	 	  
	 私の理想社会像は、「価値観に基づいて行動できる社会」である。価値観とは、個人が物事に対して勝ちが

あるのか判断する基準である。価値観は個人によって多様であり、それぞれが平等にその価値を認められるべ

きである。ただし、ある価値観に基づいて行動する際、他者の最低限の生活の維持が妨げられることはあって

はならない。なぜならば、個人が行動を起こすためには、行動できる生命状態が求められるためである。価値

観に基づいて行動するためには、2 つの条件が必要である。第一に、社会によって最低限の生活が営める状態

が保障されなくてはならない。最低限の生活とは、衣食住の確保、個人の身体を外そうとする状況からの保護

である。これらが保障されていない場合、人々は生命を維持していくことができない。したがって、この条件

は 2 つの条件において優先的にみたされなくてはならない。第二に、社会によって、個人が価値観に基づいて

行動する機会が保障されなくてはならない。価値観は多様であるため、価値観に基づいて行動する手段も多様

である。社会は、構成員が他の価値観と相互尊重できる範囲で保障すべきである。 

  しかしながら、世界には、優先的に満たされなくてはならない最低限の生活さえも、社会によって保障され

ておらず、人々が価値観に基づいて行動できない状況が存在する。それが「アフリカの絶対的貧困」である。

命の脅威にさらされ、最低限の衣食住や医療サービス、教育基盤、社会基盤が提供されていない。加えて、法

整備が欠如しており、社会による統制が行われていない。 

  したがって、「アフリカの絶対的貧困」が私の問題意識である。 
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3.はじめに 
	  
	 この研究レジュメは、最終目標をソマリアにおける絶対的貧困の撲滅に置き、次の図のような流れになっ

ている。 

 
	 図 1:研究レジュメの流れ(筆者作成) 

 
4. 現状分析 
	  
4-0 世界の絶対的貧困層 
	  

	 ここでは、アジア・アフリカに絶対的貧困層が多く分布しており、中でもアフリカにおける絶対的貧困が、

であることを示す。次に、絶対的貧困が深刻となっているアフリカの国々の比較を通して、アフリカの中でも

とりわけソマリアが、もっとも対策が必要な国であることを示す。 

 
4-0-0 絶対的貧困の定義と分布 

 
	 絶対的貧困層とは、1 日 1.25 ドル未満で生活している人々のことである1。1.25 ドルで購入できるものは

各国の物価によって異なる。この 1.25 ドルは、購買力平価(Purchasing power Parity:PPP10)を用いて、米国

                                            
1World Bank “Overview” (http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview)(2015 年 8 月 7 日閲覧) 
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での 1.25 ドルの購買力に相当するように調整されている2。 

	 世界銀行によると、2010 年時点で、世界人口の約 20%にあたる 13 億人以上が、絶対的貧困層である。図 1

より、2010 年における絶対的貧困層の内訳は、アジアに 7 億 3100 万、アフリカに 4 億 1950 万、とアジア・

アフリカで世界の絶対的貧困層の 90%近くを占めている。 

図 2:「地域別絶対的貧困人口とその割合」(経済産業省「貧困人口とその総人口に占める割合」の形式を参考に、World 

Bank	 ”Povocal Net”・UN ”World Population”のデータを元に筆者作成) 

 
4-0-1 アジアの絶対的貧困層 

  
 	 絶対的貧困層が最も多く分布するのはアジアである。特に中国、インドに多く存在している。しかしなが

ら、 1980 年代以降の急速な経済成長によって、その数は飛躍的に減少し、今後も貧困緩和が期待されている。

2000 年から 2010 年の 10 年間で、日本を除くアジアの GDP は 3 兆ドルから 10 兆ドルと 3 倍強に増加した3。

現在の実質 GDP は、アフリカの 8 倍以上である。アジアでは、人材教育、制度構築、経済社会インフラの整

備などが同時進行で行われたことにより、投資や貿易の促進、産業の集積、生産性の向上などがもたらされた。

結果、民間セクターが成長し、経済成長や雇用機会の拡大が実現された。 

                                            
2JICA 「第 3 章	 貧困指標」

(http://jica-ri.jica.go.jp/IFIC_and_JBICI-Studies/jica-ri/publication/archives/jica/field/pdf/200803_aid02_03.pdf)(2015

年 9 月 1 日閲覧) 
 
3 JICA「3-2 アジアの経験を世界へ」 
(http://www.jica.go.jp/aboutoda/mdgs/challenge/ku57pq000016dplb-att/asia.pdf)(2015 年 8 月 27 日閲覧) 
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4-0-2	 アフリカの絶対的貧困層 

 
3-0-1 より、アジアにおける絶対的貧困層の人口

は、その経済成長に伴い減少傾向にあることがわ

かった。一方、アフリカにおける絶対的貧困層の

人口は増加傾向にある。アジアを南アジアと東ア

ジアに分けてグラフ化している図 2 より、2011

年時点では絶対的貧困層が最も多く暮らす地域

はサブサハラアフリカであることがわかる。図 1

より、アフリカの総人口に占める絶対的貧困の割

合は 2010 年に約 41%と極めて高い。アジアは

1987 年から 2010 年にかけて、その割合が 52%から

17.6%と 30%以上も減少したのに対し、アフ

リカでは 46%から 41%と、その比率が 5%

しか変化していない。アフリカの人口は増加

を続けると見込まれている。2050 年までに

は約 24 億人4に達すると予測されている。も

し仮に、アフリカの総人口に占める絶対的貧

困層の割合が今後 40%前後で推移すれば、

2050 年には、絶対的貧困層の人口が約 9.6

億人と、現在のアジアの絶対的貧困層の人口

をはるかに上回ってしまう。 

アフリカにおいて絶対的貧困が解消されに

くい原因として紛争が挙げられる。紛争は多

くの人々の生命を奪うだけでなく、長期にわ

たる開発の成果を短期間に破壊するもので

ある。外務省の発表によると、現在アフリカ

では図 3 のような地域で紛争が起こってい

る。アフリカの多くの地域では、未だに絶対的貧困が存在するが、とりわけ紛争地域における絶対的貧困は深

刻である。紛争がない、もしくは紛争後の平

和定着が進行している国では、国際社会の援

助により状況改善が見込まれる。しかしながら、紛争地域においては、前述したように、開発努力が水の泡に

なる。加えて、紛争地域においては、人々の間に負の連鎖が生まれる。紛争による産業設備破壊・食料不足な

                                            
4 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs.(2014)”Total population at 
Mid-Year by Major Area, Region and Country,1995-2050” 

図 3:「絶対的貧困層の分布とその変移」 (出典 World Bank) 

図 4: 「アフリカの紛争地域とその情勢」(出典	 外務省) 
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どにより、人々の生活は厳しくなる。極限状態まで陥った人々は、自らや家族を守ろうと、さらなる殺し合い

や奪い合いが生まれ、事態はますます悪化していくのである。外務省の発表では、現在アフリカでは、ソマリ

ア・コンゴ(東部)・エチオピア/エリトリア・ダルフールは、紛争状態、または紛争後の平和定着が進んでいな

い状況におかれている。(図 3 参照)以下で、これら 4 つの紛争の概要と背景を説明・比較し、最終的にはソマ

リアが最も深刻な事態に置かれていることを示す。 

 

	 (1)コンゴ民主共和国 
＜紛争の概要＞ 
	 東部を中心に存在する民兵組織や反政府

勢力、政府軍が入り乱れて戦闘を続けてい

る。戦闘やそれによる環境悪化で発生した

飢餓、伝染病などにより 540 万人以上5が死

亡し、レイプや強奪も頻繁に行われている。

もとはフツ族対ツチ族の民族対立が要因で

起こった紛争だが、コンゴ東部に眠る豊富

な資源により、紛争要因が複雑化している。 

 
＜紛争の背景＞ 
	 1960 年にコンゴは宗主国ベルギーから独立を

果たす。その直後にコンゴ南東部カタンガ州が分

離独立を宣言し、「コンゴ動乱」と呼ばれる内戦が勃発。資源獲得を狙う東西両陣営や旧宗主国ベルギーの介

入により内戦は複雑化。内戦調停に向かった国連ハマーショルド事務総長は飛行機墜落により死亡。1965 年

に、のちにアフリカの独裁・腐敗政治の象徴ともなるモブツ司令官がクーデターにより政権を樹立で幕を下ろ

した。しかし、冷戦終結によりモブツ政権は弱体化。東部のツチ集団を中心とする「コンゴ・ザイール解放民

主勢力連合(ADFL)」による反政府闘争が勃発し、ADFL を率いるカビラ氏が大統領に就任。(ADFL は克明を

「コンゴ民主共和国」に改名)	 混乱状態が続く最中、2001 年にカビラ大統領は側近の警備員に射殺され、息

子が大統領の座を継いだ。息子ジョセフ・カビラは和平工作を行い、政府と各反政府組織間において和平合意

を成立させた。その結果、2003 年には暫定政府が樹立された。しかしながら、東部では現ルワンダ政権に追

われたフツ系武装組織で、現ルワンダ大虐殺の実行者らで構成された「ルワンダ民主解放勢力(FDLR)」がコ

ンゴ政府と裏で関係を持ちながら勢力を拡大。一方、ルワンダの後ろ盾を得たツチ系コンゴ人の武装勢力「人

民防衛国民会議(CNDP)」も勢力を拡大。これにより、「コンゴ政府+FDLR」vs「ルワンダ政府+CNDP」の構

図が出来上がり、紛争が激化。両陣営は金やダイアモンドなどの資源収穫競争においても対立が起こっている。 

 

                                            
5毎日新聞外信部(2011)よくわかる世界の紛争』毎日新聞社(p.198)参照 

図 5: コンゴ紛争概要図(毎日新聞外信部(2011)「よくわかる世界の

紛争」をもとに筆者作成) 
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＜国際社会による取り組み＞ 
	 現地では、2 万人を超える国連最大規模 PKF(Peace Keeping Force)「国連コンゴ監視団(MONUSCO)」が

住民保護などに当たっている。JICA は、この MONUSCO、UNDP に委託して警察研修を行っており、すで

に 2 万人を超える警察官が育成された6。また同じく JICA は、司法研修プロジェクトを始動し、司法官の訓

練や裁判所整備なども行っている。 

 
	 ＜今後の展望＞ 
	 	 コンゴ政府とルワンダ政府が共同で掃討作戦を行うことで合意を形成し、2009 年に東部で掃討作戦を開

始し、コンゴ政府は FDLR、ルワンダ政府は CNDP への支援を打ち切ることとなった。結果、FDLR では武

装解除が行われ、元兵士らの帰還事業も進行している。2006 年に暫定政府下で行われた大統領選挙は、全面

的に国際社会のリードによるものであったが、2011 年には、コンゴ政府の主体性の下で大統領選挙が実施さ

れた。コンゴでは、着々と平和回復が進展している。 

 
	 ＜コンゴ紛争まとめ＞ 
	 コンゴにおける紛争は民族対立がきっかけで勃発し、その後対立は資源収穫競争にまで発展し、紛争は複雑

化した。しかしながら、国際社会による援助やコンゴ・ルワンダ両政府による帰還事業により治安は回復に向

かっていることがわかった。 

 
	 (2)エチオピア/エリトリア 
＜紛争の概要＞ 
	 アフリカの角地域最大国であるエチオピアと、そのエチオピアから独立したエリトリア間の領土争いである。

独立後しばらくは良好な関係を築いていたが、あいまいな国境地帯の領土をめぐり関係がよじれた。紛争が勃

発した 1998 年から 2000 年の停戦までの死者は両国合わせて推定 7 万人7であるとされる。また、この戦争に

おけるエチオピアの軍事支出は、80 億円以上8にも昇ると推定されている。 

 
＜紛争の背景＞ 
	 エチオピアは第二次世界大戦前の数年間のみイタリア軍に占領されていたものの、アフリカでは珍しく一貫

して独立を堅持していた。一方エリトリアは、1890 年にイタリアの植民地となり、1942 年にはイギリスの保

護領となった。その後 1952 年には国連決議で独立を果たすも、1962 年にはエチオピアと強制合併される。こ

のように、幾度にわたり独立を阻まれたエリトリアではゲリラによる独立闘争が頻発。現エチオピアのメレス

政権はエリトリア独立派ゲリラと社会主義軍事独裁政権の打倒を目指し共闘した経験があった。そのため、メ

レス政権が立ち上がった 1993 年に、エリトリアは住民投票で分離独立を勝ち取ることに成功した。しかしな

                                            
6 JICA「紛争から希望へ-人材育成がもたらす未来-」(http://www.jica.go.jp/topics/scene/20120106_01.html) 
(2015 年 8 月 25 日閲覧) 
7 外務省「主要紛争地域の動向」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/af_data/pdfs/ssa_f.pdf)(2015 年 8 月 16 日閲覧) 
8 児玉由佳(2001)「エチオピア-対エリトリア国境紛争終結後の政局と今後の展望-」 
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がら、1998 年にエリトリア軍がエチオピア側のバドメ地区に越境して占領したことをきっかけに、紛争が勃

発。エリトリアが新通貨を採用したこと、エリトリアが独立したことによってエチオピアが内陸国となり、港

湾使用権などを巡る問題が、紛争の激化につながった。ハーグの国際仲裁裁判所は、バドメ地区はエリトリア

領であるとの判決を下すも、エチオピアは了承せず。調停は難航するも、2000 年には平和協定が結ばれた。 

 
＜国際社会による取り組み＞ 
	 	 2008 年に、国連エチオピア・エリトリア・ミッション(UNMEE)が任務を終了させた。これは、国連潘

基文事務総長が、武力の行使を自制し、平和的手段によって問題解決を図り、その関係を正常化させるよう訴

えたことがきっかけであった。UNMEE による活動は終了したものの、エチオピアは世界最大の開発援助受

領国の一つであり、2008 年にその額は 30 億ドル9を超えた。日本からは約 7 つの NGO 団体が現地での支援

にあたっている10。 

 
＜今後の展望＞ 
	 紛争終結によって、両国の軍事支出・防衛費は大幅に削減された。また、これまで凍結されていた国際社会

からの援助再開などにより、経済的安定が期待される。コーヒー、金、油種、野菜等、自然資源が豊富であり、

近年では欧米、中国、韓国、トルコ等からの投資が相次いでいる。これを背景に、2014 年時点で 10 年連続平

均約 10%前後の経済成長率を維持している11。 

 
＜エチオピア/エリトリア紛争まとめ＞ 
	 領土争いが引き金となったエチオピア・エリトリア紛争は、未だ領土所有権を目宮最終的な合意は形成され

ていないものの、平和協定が結ばれた。豊富な自然資源に目をつけた各国の投資を背景に、 

目覚しい経済成長を遂げている。今後も経済成長が続くと見られている。 

 
	 (3)ダルフール 
＜紛争の概要＞ 
	 スーダンのダルフール地方において、アラブ系支配に対する非アラブ系の武装蜂起をきっかけに紛争が勃発。

スーダン政府に支援されたアラブ系組織は、ダルフールの黒人住民に対して無差別殺害、虐殺、強姦、略奪、

村破壊などを行った。30 万人が死亡、270 万人が難民、避難民になったとされている。 

 
＜紛争の背景＞ 
	 ダルフール地方には、原住民である非アラブ系民族と、13 世紀頃に移住してきたアラブ系民族による衝突

                                            
9 HUMAN RIGHTS WATCH「エチオピア」(http://www.hrw.org/ja/news/2010/10/19/240852)(2015 年 8 月 25 日閲覧) 
10アフリカ日本協議会「NGO データベース：国別インデックス」

(http://www.ajf.gr.jp/lang_ja/db-ngo/index-country.html#eth)(2015 年 8 月 25 日閲覧) 
11 Life Style Researcher「アフリカの玄関、急成長を遂げる	 エチオピアの首都アディスアベバ」

(http://lifestyle.tenace.co.jp/?post_type=monthly&p=4709)(2015 年 8 月 25 日閲覧) 
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が繰り返されてきた。1956 年にスーダンがイギリス・エジプトによる共同統治からの独立を果たして以来、

スーダンではアラブ系中心の政権運営が為され、非アラブ系住民の間には不満が広まっていた。また、植民地

時代から現在に至るまで、ダルフール地方は開発から取り残され、教育、保険医療設備、インフラを得られず、

様々な問題を抱えていた。このような非アラブ系民族の被抑圧意識や生活環境改善への思いは募るばかりであ

った。そして 2003 年、西武ダルフール地方で黒人住民らの反政府勢力「スーダン解放軍(SLA)」と「正義と

平等運動(JEM)」が、警察署を襲撃してアラブ系の中央政府に対して武力蜂起を起こした。これに対し、スー

ダン政府はアラブ系民兵組織「ジャンジャウィド」を支援し、黒人住民に対して無差別殺人などを開始した。 

 
＜国際社会による取り組み＞ 
 	 2004 年からアフリカ連合(AU)12は平和維持部隊を派遣。国連安全保障理事会は 2005 年、スーダンに対す

る武器禁輸措置などの制裁決議を採択。2006 年に、国連安全保障理事会は AU 平和維持部隊から 2 万人規模

の国連平和維持活動部隊への任務引き継ぎを決定。国連が本格的に介入することになった。また、国際刑事裁

判所(ICC)は 2007 年にダルフール紛争を、スーダン政府による戦争犯罪であるとして、スーダン人道問題担

当相とアラブ系民組織「ジャンジャウィド」幹部の 2 人に対して、戦争犯罪と人道に対する罪の容疑で逮捕状

を出した。2009 年にはスーダン大統領に対しても逮捕状を発布した。現職の国家元首に対して逮捕状が発布

されたのは、2002 年に ICC が設立されて以来初めてである。また、UNDP 主導の平和構築、復興事業が進め

られている。 

 

＜今後の展望＞ 
 	 ICC によって逮捕状が発布されたバシル大統領は、逮捕状を無視し13アラブ諸国を外遊。2010 年 4 月には

大統領選挙で再選した。バシル大統領と JEM 指導者のイビラヒム氏がカタールの首都ドーハにおいて和平実

現に向けた枠組み合意に調印するも、2010 年時点でも逮捕状を無視。ICC は二度目の逮捕状を送付。しかし、

一度目と同様に、スーダンが ICC 未加盟国であることを利用し、逮捕状を無視し未加盟国間を外遊している。 

国連安全保障理事会による国際部隊の積極歴な関与が求められているが、スーダンで石油開発する中国は、バ

シル大統領に対して強く出られず、国際社会の結束が実現できていない。また、大量の難民、避難民問題も解

決しなくてはならない問題の一つである。 

 
＜ダルフール紛争まとめ＞ 
	 	 アラブ系と非アラブ系民族の対立によって勃発したダルフール紛争は、スーダン政府、そしてその支援を

受けたアラブ系民兵組織による虐殺、大量の難民、避難民問題にまで発展した。国際社会による積極的な介入

が必要であると考えられているが、合意形成ができていないために実現されていない。 

                                            
12 本部をエチオピアの首都アディスアベバに置く、アフリカの政治・経済、安全保障面での協力推進を目指す地域機構。

53 カ国が加盟している。(毎日新聞外信部(2011)よくわかる世界の紛争)毎日新聞社(p.172)参照) 
 
13 ICC は、容疑者の身柄を拘束する警察力を持たず、拘束義務があるのは ICC 加盟国のみ。 



 12 

 
(4)ソマリア 
＜紛争の概要＞ 
	 1991 年にバーレ独裁政権が倒れて以来、実効的な統治能力をもつ政府が不在の無政府状態に陥っている。

紛争初期は氏族対立による戦闘であったが、近年はイスラム系テロ組織アルシャバーブとアフリカ連合軍との

戦闘が中心となっている。 

 
＜紛争の背景＞ 
	 古来より、遊牧生活を営んできたソマリア人は、血縁集団である氏族のつながりを重視しており、氏族への

帰属心が強い。権力者であれば出身氏族に利権などを集中させようとして、氏族対立が頻繁に起きていた。特

定の氏族を重用したバーレ政権は 1991 年に、不満を持った氏族により結成された反政府組織によって追放さ

れた。それ以来ソマリアは、実効的な統治能力を持つ政府が不在の無政府状態となっている。1993 年に、平

和回復を目的として国連 PKO が派遣されるも、亡くなった米兵の裸体を支柱引き摺り回すというブラックホ

ークダウン事件が起きた。この事件を機に、国際社会はソマリアからの撤退を決定。ソマリアは国際社会から

見放された国とも言われている。この混乱状態の元で、イスラム系組織が出現し、なかでも「イスラム法廷連

合」が力を持った。このイスラム法廷連合過激派が分離し、テロ組織アルシャバーブが誕生。アルシャバーブ

はソマリアの大部分を支配下に入れ、現在でも猛勢を振るっている。 

 
＜国際社会による取り組み＞ 
1993 年のブラックホークダウン事件を機に、国際社会のソマリア撤退が決定的となった。現在ソマリアにお

いて活動を行っている団体は、AU 軍を除き、極めて少ないとされている。世界保健機関(WHO)によると、ソ

マリアに対する人道支援資金拠出額が減少し、この 7 年間で最低を記録した。 

 
＜今後の展望＞ 
	 アルシャバーブは、アルカイーダとの連携を表明するなど、その勢力は拡大する一方である。テロ行為が続

く限り、国際社会による援助は極めて困難であるため、状況改善は見込めない。 

 
＜ソマリア紛争まとめ＞ 
	 ソマリアでは、20 年以上にわたり、実効的な統治能力を持つ政府がいない無政府状態が続いている。混乱

状態の中で、イスラム系テロ組織アルシャバーブが台頭し、ソマリア各地域を支配下においている。国際社会

からの援助は皆無に等しく、平和回復への見通しは立っていない。 

 



 13 

4-0-3 まとめ 
	   

(1)~(4)の国々のなかで、ダルフールとソマリアは平和回復への見通しが立っていないことがわかった。しか

しながら、ダルフールにおける紛争に国際社会が積極的な介入をしないのは、国際社会の合意形成ができて

いないためである。また、2006 年には国連 PKO が介入を行っている。一方ソマリアは、テロ組織アルシャ

バーブによる治安の極悪化が原因で、国連、まして NGO が継続的に活動を行える環境ではないのである。

AMISOM によってアルシャバーブがソマリア全土を支配下に置くことは防げているが、アルシャバーブの支

配下で暮らす人々の生活環境、飢饉、難民、避難民問題への対処など、AU 軍に課されている任務は多い。

国民の生活を保障しなくてはならない政府は、

実効的な支配力を持たず、ソマリア人の生活は

自国の政府によっても、国際社会によっても保

障されていないのである。以上より、アフリカ

の紛争地域において最も深刻な状況であるの

はソマリアである。 

 

 
4-1 ソマリアの概要 
     
	 ソマリアは、アフリカ大陸北東部、インド洋に突き出た通称「アフリカの角」と呼ばれる地域に位置する。

ソマリアは現在、北部ソマリランドと東北部のプントランド、そして南部ソマリアの３つに分断されている。

北部ソマリランドは 1991 年独立を宣言するも、国際社会から国家として

認められておらず、自称独立国家となっている。 

以下はソマリア基礎データである。(1)~6)は外務省発表) 

	  

	 1)面積	 63 万 8 千平方メートル (日本の約 1.8 倍) 

	 2)人口	 1,050 万人 (2013 年：世界銀行) 

	 3)首都	 モガディシュ(人口 155.4 万人：(2013:国連)) 

	 4)民族	 ソマリ族14 

	 5)言語	 公用語：ソマリ語・アラビア語 

	 	 	 	 	 第二公用語：英語・イタリア語 

	 6)宗教	 イスラム教	  

                                            
14 高野(2015)によると、「ソマリ人」と言う場合、ソマリ語を話し、ソマリ文化をアイデンティティとする民族全体を指

す。（中略）一方、「ソマリランド人」はソマリランド共和国の国民である。「ソマリア人」は、ソマリア連邦共和国の国民

である。 

図 7:ソマリアの地図(出典 ISS) 

 

図 6:3-0-2 概要図〜アフリカ紛争地域における平和回復と援助

状況〜(筆者作成) 
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	 7)気候	 乾燥帯15 

  8)一人当たりの GDP  112.0 ドル (2011 年：国連) 

   (=1 日およそ 0.3 ドルで暮らしており、絶対的貧困ライン

である 1.25 ドルを大幅に下回っている。) 

 
4-2	 ソマリアにおける飢饉 
 
絶対的貧困の最も表出した形として、飢饉の現状分析を行う。 

絶対的貧困によって、生存本能に関わる食が手に入れられない

状況が起こっている。ソマリアではその食糧危機レベルの中で

最も深刻な飢饉による死者が多く存在する。 

 

4-2-0 飢饉の定義 

 
	 UNHCR によると、飢饉の定義は次の 3 点に基づいている。 

1)20％以上の世帯が極端な食糧不足に直面している。 

2)急性栄養失調の状態にある子どもが 30%を越える。 

3)一日につき粗死亡率(Crude Morality Rate)16が一万人中 2 人に達する。 

 
4-2-1 飢饉の被害状況 

	  
   2010-12 年の飢饉では、同国民の推定 4.6%にのぼる約 26 万人が死亡、その半数以上にあたる 13 万 3 千

人は五歳未満の子どもが占めている17。2011 年 7 月時点で飢餓に直面している人々は、ソマリアの人口 1050

万人の約 3 分の 1 である 370 万人であった。2011 年の 1 月時点では、飢餓に直面している人々は 240 万人で

あったため、1 月から７月までの間に飢餓に直面している人々が 35%増加したことになる。UNICEF による

と、2015 年にも大規模な飢饉が起こると予測されている。 

                                            
15 CLIMATE-DATE.ORG(http://ja.climate-data.org/country/157/)(2015 年 8 月 5 日閲覧) 
16 一定期間の死亡数を単純にその期間の人口で割った死亡率で、年齢調整をしていない死亡率。(がん情報サービス「粗死

亡率」参照(2015 年 8 月 4 日閲覧)	  
(http://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/soshiboritsu.html) 
17 The guardian “Somalia famine in 2012-12’worst in past 25 
years’”(http://www.theguardian.com/global-development/2013/may/02/somalia-famine-worst-25-years)(2015 年 8 月 4
日閲覧)参照 

図 8:ソマリアにおける飢饉の被害状況とその分布 

( 出 典 	 USAID,United 	 Nations Food and 

Agricultural Organization)赤が濃いほど深刻 

) 
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4 現状分析	 まとめ 
	 現状分析では、第一に、国際社会による援助がないこと、平和回復の見込みがないことから、ソマリアの

絶対的貧困が最も解決の必要性があることを示した。次に、ソマリアの地理的概要を述べた。そして、絶対

的貧困によって、食料事情レベルの中で最も深刻な飢饉が起きている。 

 
5 原因分析 
 
5-1 歴史的背景 
	  
	 ここでは、ソマリアの歴史を 5 つの区分に分けて説明する。同時に、ソマリアにおける氏族の重要性も提示

する。それにより、今日のソマリアにおける混乱状態、そして 5-2 ソマリアにおける紛争の理解を深める。5-1

と 5-2 を通じて、最終的には、現在のソマリアにおける状況がテロ組織アルシャバーブによるものであること

を示す。 

 
 (0)氏族社会 

	  
	 はじめに、ソマリアの歴史理解を深めるため、ソマリアに深く根付く氏族社会について説明する。多民族国

家の多いアフリカで、ソマリアはソマリ族のみで構成される単一民族国家である。3-2-1.地理的概要で見たよ

うに、ソマリアは乾燥帯に位置するため、人口の 6~7 割が水や草などを求めて移動する遊牧民であった。1975

年の大干ばつによって遊牧民の多くは家畜を無くした。これを機に、定住と雨季の遊牧を繰り返す半遊牧民が

増加し、従来のように生活の全てを遊牧に頼る遊牧民は人口の 20%にも満たなくなった18。遊牧生活を行う

人々は減少したが、遊牧生活によって築かれた「氏族」と呼ばれる血縁集団は今でもソマリア社会に根付いて

いる。遊牧民であったソマリ族は、中央政府を持たず、地縁ではなく血縁集団を基本に自治を行わなくてはな

らなかった。その結果、ソマリ人にとって、氏族は自らのアイデンティティーを決定する大きな要因となって

いる。高野(2015)は、ソマリ人の氏族への帰属心の強さを次のように語っている。 

	 	  

ソマリ人は正しい方ではなく、同じ氏族の肩をもつ。それがソマリ的に「正しい振る舞い」なのである。(中

略)	 同じ氏族の中にそうでない人間が紛れ込むと、一瞬にして“全員が敵”みたいな状況が生まれたりす

る。(p.34) 

 

このソマリ人の帰属心の強さは、遊牧生活において結束力を高めていた反面、定住が進むと、氏族対立の原因

ともなっていた。各氏族の有力者は、利権を自分の氏族に集中させようとして、氏族同士が対立しやす

い構造が生まれたのである。ソマリア人は 5 つの氏族に分かれている。南部ソマリアで生活するダロッド、

                                            
18 小山久美子(1994)『ソマリアレポート』丸善ブックス 
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ディル、ハウイエ、ラハウェイン、そして北部を中心としたイサックである。最も大きな集団である氏族の下

には、「支族(sub-clan)」、そしてその下には「ディヤ集団(diya)」が存在する19。日常生活は、数百人から数千

人の単位で構成されたディヤ集団ごとに営まれる。各氏族では、ディヤ長、長老、シェーク(宗教指導者とし

ての役割を持つ敬虔なイスラム教徒)が最も指導的な立場に立つ。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

図 9:ソマリアの氏族構成(石原 H21・高野(2015)より、筆者作成) 

 

	 (1)大ソマリア主義の失敗 
大ソマリア主義とは、ソマリ族居住地域統一を目指す運動のことである。ソマ

リ族の居住地域は「アフリカの角」の広範囲に渡り、19 世紀後半から２０世

紀後半にかけて欧州列強が行った植民地分割の結果、5 つに分断されている。

旧イギリス領ソマリランド、旧イタリア領ソマリア、旧フランス領ジブチ、エ

チオピア東部、そしてケニア北東部である。ソマリランドとソマリアでは人口

の 95%以上がソマリ人を占め、ジブチでも 60%を占めている。1つまり、3 つ

の国で多数派を形成しているのである。1960 年代、各地のソマリ人は植民地

支配からの独立を遂げ、最終的には一つのソマリア国家として結集しようとし

た。この「大ソマリア主義」の第一歩が旧イギリス領ソマリランドと旧イタリ

ア領の合併によるソマリア共和国の誕生である。しかしながら、ソマリ族の割

合が人口のわずか 4.1%20であるケニアとエチオピアは、「大ソマリア主義」に

                                            

19 柴田久史. 2000「なぜ、ソマリアは国家が崩壊したのか」総合研究開発機構編『NIRA 政策 研究』13(6): 16-19. 

20小山久美子(1994)『ソマリアレポート』丸善ブックス 

 

ソマリ民族 
 

イサック	 	 	 ダロッド 	 	 	 ディル	 	  	 ハウイエ	 	 	 ディギル	 	 	 	 ディギルミリフル 

 

 
 
 
 

北部(ソマリランド) 南部(ソマリア) 

図 10:アフリカの角(出典	 外務省) 
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よって国土が奪われるのを恐れ、賛同しなかった。これを受け、バーレ政権21は 1977 年にソマリ族の多いエ

チオピア東部のオガデン地方に侵攻し、オガデン紛争が勃発。結果はソマリアが惨敗し、バーレ政権の独裁体

制に陰りをもたらした。加えて、60%がソマリ族、残りの 40%が非ソマリ系のアファルという民族から成る旧

フランス領のジブチもこの「大ソマリア主義」に乗らなかった。ソマリアと合併し、一地方都市になるのであ

れば、旧宗主国フランスとの関わりを維持しながら独立国家を保つ方がよいと考えたのである。こうしてケニ

ア、エチオピア、ジブチの三国が統一に反対した結果、「大ソマリア主義」は完全に頓挫したのである。 

  
 (2)バーレ政権崩壊から北部ソマリランド独立へ 

	 	  
	 ソマリアが無政府状態に陥ったのは、1991 年にバーレ政権が崩壊してからである。南部の特定の氏族を重

用するバーレ政権の元で氏族関係が悪化し、対立が激化した。南部のダロッド氏族出身のバーレは、まず北部

のイサックを政府から追放した。ダロッド支族以外の支族、そしてバーレ

出身氏族の中の違う支族までも追放したのである。オガデン戦争の失敗に

加え、このバーレによる支族主義政策の結果、政権内に汚職がはびこり、

政府から追放さた氏族や支族の間で不満が高まっていった。こうした支族を中心に、各地で反政府勢力が結成

されていく。1979 年にはダロッド氏族でバーレによって追放されたマジャーティーン支族が、「ソマリア救済

民主戦線(Somalia	 Salvation	 Democratic	 Front:SSDF)」を結成し、バーレ政権に対して最初に組織的な抵抗

を行った22。続いて 1981 年に、北部のイサック氏族は反政府組織「ソマリア国民運動(Somalia	 National	 

Movement:SNM)」を設立。SNM は国内の各氏族に武力による政権打倒を訴えた。刑務所に武力攻撃をしかけ、

バーレ大統領による独裁政治の元で逮捕された政治犯 750 名を逃がすことに成功した。南部中心の政府側もこ

れらの反政府勢力に対して武力攻撃を行った。1988 年には政府は旧イギリス領の中心地ハルゲイサ(後のソマ

リランドの首都)を無差別に襲撃。数万人23もの市民が虐殺された。生き残った人々は難民としてエチオピアに

避難。それまでバーレ政権を指示していたハウイエ氏族を中心とする「統一ソマリア会議(United	 Solamia	 

Congress:	 USC)」が首都モガディシュへ蜂起。そしてついに 1991 年 1 月 26 日、バーレ大統領はモガディシュ

を脱した。こうして 21 年間に及ぶバーレ独裁政権が崩壊した。	 [遠藤	 2007]	 同年 5 月、SNM は旧イギリス領

を「ソマリランド共和国」として分離独立宣言を行った。ソマリランドは、バーレ政権崩壊後の混乱状況にあ

る南部ソマリアをよそ目に、氏族社会の長老会議が主導して治安回復を行った。	 

 

                                                                                                                                                  
 
21 1969 年 10 月、シルマルケ大統領が暗殺され、クーデターによって実権を獲得。一党独裁による強権政治を行ったが、

国民の反発を招いた。 
22石原智子(2009)「海賊事件はなぜ起こるのか？—東南アジアとソマリアの事例から—」東京外国語大学外国語学部東南ア

ジア課程卒業論文 Institute	 for	 Security	 Studies	 in	 Somalia	 “Political	 Situation	 of	 Puntland”	 	 

	 	 (http://isssomalia.org/political-situation-of-puntland/)(2015 年 8 月 1 日閲覧)	 

 
23 高野秀行(201)『謎の独立国家ソマリランド』(p.46) 

図 9:アフリカの角の地図	 (外務省) 
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	 (3)ブラックホークダウン事件 

	 ブラックホークダウン事件を機に、国際社会のソマリアからの撤退が決定的となった。1992 年、国際連合

は「国連ソマリア活動」と称して、無政府状態で武力の絶えない南部ソマリアに多国籍軍を派遣。PKO 軍の

目的は、当時南部地域で強い影響力を持っていた SNA24のトップであるモハメド・ファラー・アイディードら

の捕獲であった。SNA と国連 PKO 軍は激しい戦闘を繰り広げた。1993 年 10 月、米軍ヘリ「ブラックホーク」

が撃墜され、死亡した米兵の遺体が裸にされ市中引きずり回されるという悲惨な事件が起こった。これがブラ

ックホークダウン事件である。この映像がアメリカで流れ、アメリカ内において撤退を促す世論が広まった。

この事件を機に、国際社会からの積極的な介入が行われなくなった。国連、そしてアメリカは 1995 年までに

撤退。その後、暫定政府が設立されるも、実効的な支配を行う力はなく、各勢力が争いを繰り広げる状況が続

いていた。また、1998 年にはプントランドが独立を宣言した。 

	 (4)イスラム法廷連合の台頭と分裂 

 
	 ブラックホークダウン事件後の混乱状況の中、イスラム国家樹立を目指す「イスラム法廷連合」が勢力を拡

大する。1979 年のイラン革命で触発されたイスラム指導者アウェイス氏がソマリアでのイスラム革命を目指

し、91 年にイスラム法廷連合の前身である「アルティハッド・アルイスラム」を組織し、武装闘争を開始。

1999 年にイスラム法廷連合に改名した。病院や学校といった公共設備などを整え、国民の支持を集めること

に成功した。2006 年 6 月には、ソマリランドを除くソマリア全域を支配下に治めた。 

	 しかしながら、イスラム法廷連合というイスラム勢力が台頭することを恐れたアメリカは、エチオピア軍に

支援を行い、2006 年、ソマリアに侵攻させたのである。エチオピア軍の侵攻を受けたイスラム法廷連合は敗

退し、これをきっかけに分裂した。穏健派は暫定政府に合流し、過激派はアウェイス氏のグループに合流、ま

たはアルシャバーブを結成した25。 

 
 (5)アルシャバーブの台頭 

 
	 イスラム法廷連合から分派した過激派は、アルシャバーブを組織し、ソマリア南部を支配下に治めるまでに

勢力を拡大した。アルシャバーブは、イスラム国家の樹立を目的に掲げ、ソマリア政府の打倒及びエチオピア

軍、AMISOM などのソマリア政府を支援する外国勢力の排除を行っている。2008 年には南部の港町キスマヨ

を制圧。翌年 2009 年には、暫定政府を支援していたエチオピア軍の撤退により、さらに勢力を強め、ソマリ

ア南部の広範囲を統治下においた。AMISOM により、一部主要都市は奪還されたものの、アルシャバーブは、

あくまでも戦略をゲリラ戦に変更するための撤退であるとしている。 

 

                                            
24 SNA(Somalia	 National	 Aliance)ソマリ国民連合 
25 毎日新聞外信部(2011)よくわかる世界の紛争』毎日新聞社(p.184)参照 
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5-2 ソマリアにおける紛争 
 
ここでは、ソマリアにおける紛争を時期ことに区分し、それぞれの時期における紛争の対立主体を分析することによって、

ソマリアにおける紛争が氏族対立・イスラム系組織と国際社会の対立の二種類に分類できることを示す。その上で、近年

の紛争は、後者のイスラム系組織と国際社会の対立によって引き起こされていることを提示する。 

 

 5-2-1 紛争の時期的区分とその背景 

 
	 5-2-2 歴史的概要で見たように、ソマリアでは 1991 年から実効的な領地支配を行える政府が存在せず、無

政府状態が続いている。(事実上、2012 年 8 月に、国際社会が後押しするソマリア政府が樹立されるも、首都

モガディシュの一部しか統治できておらず、実効的な支配を行えていない。) その結果、ソマリア各地でイス

ラム系組織による武力行為が行われ、ソマリア暫定政府の発表では、過去 20 年間で約 30~40 万人もの死者が

出ている。オガデン戦争以降を紛争状況とすると、ソマリアにおける紛争は以下の 10 期間に分けられられる。 

 

期 年 対立構造(左が優勢) 対立原因 

第一期	 1978〜88	 政府軍 vs 反政府勢力	 
バーレ政権下における特定氏族優遇政

策	 

第二期	 1988〜91	 反政府勢力 vs 政府軍	 第一期における紛争の激化	 

第三期	 1991〜95	 	 SNA	 vs	 国連 PKO26	 SNA 党首の捕獲と抵抗	 

第四期	 1995〜00	 SNA	 vs	 南部氏族	 SNA による南部農耕地侵攻	 

第五期	 20000〜04	 TNG	 vs	 SRRC	 SRRC による親イスラム TNG の批判	 

第六期	 2004〜06	 UIC	 vs	 ARPCT	 ARPCT による南部勢力拡大	 

第七期	 2006〜2006	 UIC による支配	 UIC 統治地域において広い支持を獲得	 

第八期	 2006〜09	 TFG	 vs	 UIC	 
イスラム勢力の分裂	 (保守派と穏健

派)	 

第九期	 2009〜2012	 
アルシャバーブ vs	 TFG	 

アルシャバーブ vs	 イスラム党	 

アルシャバーブによる主要都市占領	 

南部地域統制権獲得争い	 

第十期	 2012〜現在	 アルシャバーブ vs	 	 政府	 
	 第九期の原因に加え、アルシャバー

ブの勢力拡大	 

                                            
26第三期における SNA と国連 PKO の対立は、多氏族横断的な組織と国際社会の対立であり、氏族同士・イスラム系組織

と国際社会の対立のどちらにも分類できない。しかしながら、この対立構造はのちのソマリアにおいて見られない例外的

な対立であること、また SNA はのちのイスラム系組織 SRRC の前身組織であることから、イスラム系組織と国際社会の

対立に分類することも可能である。 
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図 11:(遠藤貢(2010)「ソマリアにおける紛争と国家形成をめぐる問題系」より筆者作成) 

 

 5-2-2 紛争主体の分類 
 

期 対立主体 

第一期	 

政府軍:ダーレ大統領出身のダロット氏族中心に構成	 

反政府勢力: SSDF, ,SDM, SPM,SNM からなる。 

・SSDF(Somalia	 Salvation	 Democratic	 Front:ソマリア救済民主戦線)	 

	 ダーレ大統領によって追放されたダロット氏族マジャーティーン支族中心に構成	 

・SDM(Somalia	 Democratic	 Movement:ソマリア民主運動)	 

ディギルミリフル氏族中心に構成	 

・SPM(Somalia	 Patriotic	 Movement:ソマリア愛国運動)	 

ダロット氏族オガデン支族中心に構成 

第二期	 

反政府勢力(その 2) :第一期の反政府勢力に USC が加わる。 

・USC(United	 Somalia	 Congress:統一ソマリア会議)	 

ハウイエ氏族中心に構成 

第三期	 
SNA(Somalia	 National	 Aliance:ソマリア国民連合)	 

	 	 	 USC(ハウイエ氏族中心)から脱退した人々を中心に、多氏族横断的な勢力であった。	 

第五期	 

TNG(Transitional	 National	 Government:暫定国民政府)	 

	 ソマリアの長引く紛争に対処するためには中央集権を樹立する必要があるとの考えから、2000 年

頃より、他のアフリカ諸国、ヨーロッパ諸国の介入によってソマリアに暫定政府を樹立。2000 年に

初めての暫定大統領が選出された。大統領と 245 名の議員からなる議会を持つ。	 

SRRC(Somali	 Reconstruction	 and	 Reconciliation	 Council:ソマリ和解復興評議会)	 

	 	 	 ダロット氏族マジャーティーン支族を中心に構成されたイスラム系組織。この組織を率いたア

ブドライ・ユースフ・アーメドは 2002 年に、プントランドの大統領となる。	 

第六期	 

UIC(Union	 Of	 Islamic	 Courts:イスラム法廷連合)	 

	 ソマリア各地のイスラム原理主義組織、イスラム法廷が連結して設立された。シャリーア(イス

ラム法)による秩序の回復を目指した。最高実力者のアウェイス立法議会議長は、米国から国際テ

ロ組織「アルカイダ」の関係者と見られていた27。保守派と穏健派での対立が起こり、過激な保守

派が分裂し、アルシャバーブとなる。TNG の進出により、勢力の弱まった UIC は解体を宣言。	 

ARPCT(Aliance	 for	 the	 	 Restoration	 of	 Peace	 and	 Counter-Terrorism:平和の回復と対テロのた

めの同盟)	 

	 イスラム法廷会議というイスラム勢力がソマリアを一時的に統治している状況に脅威を感じた
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アメリカが、2006 年 2 月に CIA を通じた資金的援助を提供する形で、こうしたイスラム主義勢力に

対抗するために結成。	 

第九期	 

アルシャバーブ	 

	 ソマリアで活動するイスラム法廷連合の過激派が 2004 年に分派して結成。アラビア語

で「若者」を意味する。シャリーア(イスラム法)を徹底するイスラム国家樹立を目指して

いる28。メンバーは約 5000 人と推定されている。	 

イスラム党:ARS-A、イスラム戦線、アノール派、ラス・コンボニ派の４つのイスラム勢

力が統合し結成。 

・	 ARS-A(Aliance for the Re-liberation of Somalia-Asmara wing:ソマリア再解放連盟) 

エチオピア軍に駆遂された UIC がエリトリアで結成。のちに Hizbul Islam に吸収され、

その hizbul Islam が 2009 年にアルシャバーブに吸収されたため、現在はアルシャバーブ

の下部組織と成っている。 

・アノール派:UIC の一部メンバーにより結成された。	 

・ラス・コンボニ派:UIC の一部メンバーにより結成された。2010 年からアルシャバーブ

の下部組織となる。モガディシュやキスマヨなど主要都市での戦闘に参加している。	 

第十期 

政府	 

	 国連や国際社会の後押しを受け、2012 年 8 月に TFG の暫定統治期間の終了とともに発

足。新暫定憲法が採択された。上院と下院からなる二院制をとっている。この政府を支え

るために、ソマリア警察と AMSIOM が治安維持を行っているが、未だにアルシャバーブと

の厳しい戦いが続いている。	 

・AMISOM	 

	 (図 12:各期紛争における対立主体(Mohamed haji Mukhtar (2003),遠藤(2010),石原(H21)、外務省、朝日新

聞(2006/10.27),AllAfrica,The long war journal29,より筆者作成) 

 
図 4・５より、対立を引き起こしている主体は、氏族・国際社会(資金援助含む)・イスラム系組織の 3 つ、紛

争の対立構造は、氏族同士・イスラム系組織と国際社会の対立の 2 つに分類できることがわかった。以下で、

それぞれの対立の現状を見ていく。 

 
5-2-3 氏族間紛争 

 

                                            
28 毎日新聞外信部(2011)『よくわかる世界の紛争』(p.182) 毎日新聞社	 参照 
29 The long War Journal “Shabaab absorbs southern Islamist 

group”(http://www.longwarjournal.org/archives/2010/02/shabaab_absorbs_sout.php)(2015 年 8 月 29 日閲覧) 
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	  3-2-1(0)氏族社会でも述べたように、ソマリア人は氏族を軸に、実利的に行動する。各氏族の有力者は、

利権を自分の氏族に集中させようとして、氏族同士が対立しやすい構造がある。バーレ大統領がいい例である。

出身氏族/支族を優遇する政策を取り、利権を集中させた。その結果、他の氏族/支族との対立に発展し、最終

的には追放されてしまった。歴史的概要で見たように、遊牧生活が中心であったソマリアでは、水や食糧など

が不足した際には、氏族が相互に助け合っていた。しかしながら、幾度もの干ばつを経験し、遊牧民が少なく

なったソマリアでは、助け合いではなく、奪い合う状況が生まれている。干ばつによって農耕が不可能に近く

なり、国際社会からの援助に頼らざるをえなくなった。氏族が力を持っていれば、国際社会からの援助物資の

確保や、限りある農地や資源といった利権を手にすることができるのである。こうして、氏族間紛争が発生す

るのである。しかしながら、現在では氏族間紛争は弱まりつつある。氏族の長老によって新政府樹立のための

協定が結ばれたことによって、各氏族間で

協調への動きが見られたからである。 

2008 年から 2012 年におけるソマリアの氏

族間紛争による死者数のグラフである。 

ソマリランド独立の背景は、バーレ政権に

よる南部氏族重用が最も大きな要因である。

その他にも、内戦の耐えない南部ソマリア

から独立し、北部氏族で平和な社会を築こ

うという強い平和願望があったとみられて

いる。その結果、氏族は国連による技術指

導を除き、自発的に平和な社会づくりを

行い、現在でも和平が保たれている。南部ソ

マリアでも、前述したように、氏族同士が和

平に向けた話し合いを行っており、 氏族対立

による死者の減少は今後も続くと考えられる。よって、氏族対立の原因分析、政策は扱わない。 

 
5-2-4 イスラム系組織と国際社会の対立 

	  
	 ここでは、アルシャバーブ対ソマリア政府(2012 年以前の暫定政府含む)・AMISOM の戦闘状況、またアル

シャバーブによる一方的なテロ行為とその被害状況を検証することによって、ソマリアにおける絶対的貧困と

それを背景とする治安の悪化がテロ組織アルシャバーブの存在によるものであることを示す。 

年.月.日 アルシャバーブによる、対国連/AMISOM/ソマリア政府(100 人以上の犠牲者を出した)テロ行為 

09.6.18	 
モガディシュのメディナ・ホテルにおいて、自爆テロを実行。ソマリアの暫定政府議員を

含む 50 人以上が死亡、100 人以上が負傷。	 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 
 2008   2009      2010      2011    2012 

図 13: ソマリアにおける氏族対立による死者数の推移 

(単位は万人)(出典	 ソマリア暫定政府) 
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図 14:	 アルシャバーブによる、対国連/AMISOM/ソマリア政府(100 人以上の犠牲者を出した)テロ行為(公安調査局、共同通

信を元に筆者作成) 

 

 
図 15:モガディシュでのテロ発生件数(2007~2013)(出典	 ソマリア暫定政府) 

 
ソマリアでは 2012 年時点で、年間 211 件のテロが発生している。単純計算で 2 日に一回以上ものテロ行為が

起こっている。モガディシュ以外の都市でのテロ発生件数も含めれば、一日少なくとも一件以上のテロ行為が

発生しており、ソマリアの治安悪化を引き起こしている。 
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(09.7.3)	 
(報道担当のラゲは、「暫定政府および AMISOM との戦闘において、より殺戮性の高い戦術

を採用する」などと宣言)	 

12.3.10	 
ソマリアゲド州ユルクト村で、ソマリア暫定政府部隊の軍事拠点を襲撃し、100 人が死亡。

アルシャバーブは、兵士 74 名を殺害、一人を拘束したと発表。	 

12.5.9	 

憲法草案、ソマリア暫定議会議員を採択するためにモガディシュで開催予定のソマリア伝

統長老集会に出席しようとした長老 100 人を、アルシャバーブがソマリア中部で拘束。ア

ルシャバーブは、同集会への参加はイスラムからの逸脱と非難。	 

15.7.27	 

モガディシュのジャジーラ・パレスホテルで自動車爆弾が爆発。ソマリア政府高官を含む

13 人が死亡。100 名以上が負傷。アルシャバーブは今回の自爆攻撃を、ソマリア南部にあ

る同祖行きの基地が AMISOM の攻撃を受けた際に死亡した「無実の民間数十人の殺害への

報復」だと主張している。	 
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5-3 飢饉 
 
	 ここでは、現状 3-2 で扱ったソマリアにおける飢饉の原因を検

証する。ソマリアにおける飢饉の原因は大きく分けて気候によるも

のと、テロ組織による産業設備の破壊・援助の妨害と援助物資の横

流しという人為的なものに分けられる。 

	  
	 5-3-1 天候影響 
	 	 ソマリアは乾燥帯に属し、昔から旱魃に悩まされてきた。農

地が国土の 70.3%を占めるにもかかわらず、実際の農耕可能な

土地はそのうちの 1.8%30にすぎない。残りの 68.5%は牧草地と

なっており、ソマリア人は古来より遊牧生活を営んできた。しかしながら、乾燥状況も旱魃が発生するまでに

なると、その牧草地までもが枯れ果て、家畜の餌がなくなり、家畜さえも死んでしまうのである。農業による

食料自給の代わりに遊牧生活を営んでいたソマリア人にとって、貴重な食料源となる家畜の死による被害は大

きい。灌漑設備がある地域は国土の約 310 分の一にすぎ

                                            
30 The World Factbook “Somalia”(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html)(2015 年 8
月 27 日閲覧) 

図 13: ソマリアにおけるアルシャバーブ支配地

域(赤) (出典 The long War journal)(2011) 

図 14:ソマリアにおける旱魃状況とその分布 

(出典 FEWS NET) 

図 8(再掲):ソマリアにおける飢饉の被害状況とその分布 
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ない。(割合で換算すると、日本で一番小さい県である香川県に匹敵)しかしながら、図 12,13 を比較すると、

旱魃がひどい地域と飢饉が発生している地域が必ずしも重なっているわけではなく、激しい内戦、テロ行為が

起きているところで飢饉が発生している。したがって、飢饉の要因は旱魃の影響よりも、テロ行為によるもの

であることがわかる。4-3-2 以降で、テロ行為と飢饉について詳しく見ていく。 

5-3-2	 産業設備の破壊 
	 	 5-3-1 より、ソマリアで発生する飢饉は、旱魃が深刻な地域よりもアルシャバーブの支配下に置かれてい

る地域でより深刻であることがわかった。アルシャバーブの支配下では、二つの理由から、飢饉による被害が

深刻化すると考えられる。第一に、テロ行為による産業設備の破壊である。それにより、農業、漁業などによ

る食料自給が困難になる。第二に、飢饉に対する援助を妨害、または援助物資の略奪、横流しが行われている

ためである。アルシャバーブは、ソマリアの産業を衰退させることによって、より多くの若者が金銭的理由か

らアルシャバーブに加入し、アルシャバーブの勢力が拡大することを望んでいるのである。ここでは産業設備

の破壊による飢饉被害の深刻化について扱い、次項目において、二点目の援助の妨害と援助物資の横流しを扱

う。 

	 	 テロ行為によっておよそ 100 基もの漁業基地全てが破壊され、漁業による食料自給が不可能となった31。

農地を焼き払うなどのテロ行為も行っている32。これによってソマリアの主要産業であった漁業、農業による

食糧自給が極めて困難になった。 

	  

 

5-3-3	 援助の妨害・援助物資の横流し 
	 	 アルシャバーブは、2010 年から 2011 年にかけて、アルシャバーブ支配地内における支援団体の活動を

禁じていた。2011 年 7 月以降は、WFP など大手支援団体を除き、税金を支払う団体に対してのみ活動を許可

している。アルシャバーブは、支援団体に対して、アルシャバーブ支配地域への「立ち入り料」として 1 万ド

ルを支払うよう求めている。さらに「活動登録料」として一万ドル、「活動期限更新料」として半年ごとに 6000

ドルを要求している。さらには、アルシャバーブ支配地域に運び込む支援物資価格の 20%相当、援助物資運輸

車両には 10%の税金を課しているとされている。これにより、支援団体はソマリアで活動を行うために巨額の

費用を払わなくてはならず、ソマリアで援助活動を行う際の大きな障害となっている。このように金銭的負担

をかけることによる援助妨害のほか、支援団体の職員や拠点を狙った自爆テロ、爆破など、物理的な妨害も行

っている。2009 年には、支援物資を輸送するユニセフの車両を狙った爆破テロを行い、4 万人もの命を救う

はずであった支援物資が無駄になった。またソマリア赤新月社によると、援助予定の食料 200 袋のうち、護衛

に 100 袋、運転手に 10 袋、配給所の監督に 50 袋が横流しされ、実際配給されたのはたったの 40 袋であった。

U.N. Monitoring Group によると、ソマリアに送られている半数以上の援助物資はアルシャバーブによって略

奪されているという。 

                                            
31	 高野(2015)「恋するソマリア」(P.126)	 

 
32 高野(2015)「恋するソマリア」(P.135) 
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5-4 アルシャバーブの資金源 
  

	 4-2・4-3 より、今日のソマリアにおける絶対的貧困と、それを背景とする劣悪な状況はテロ行為によって

生み出されていることがわかった。以下では、テロ組織がソマリアにおいてなぜこれほどまでに支配力を持っ

ているのか、アルシャバーブの資金源を分析することによって検証する。 

 
5-4-1 資金源の使い道 
	 

	 アルシャバーブは年間推定およそ1億1500万ドルもの資金を手にしていると見られている。得た資金は主に、

所属兵士への社会事業(給与含む)・兵士の勧誘・兵士の訓練・武器購入・設備管理に利用されている。特に、

キスマヨ(③で詳しく述べる)で集められた多額の資金は、現地に住む人々の公共設備や港・街の管理のために

使われるのではなく、アルシャバーブが支配するソマリアの他の地域において、アルシャバーブがテロ行為や

暴動を起こすための資金として送金されている。アルシャバーブは”Hawala”と呼ばれる資金運用システムを利

用しており、FATFがアルシャバーブの資金源を探ることを困難にしている。この”Hawala”とはソマリア国内

で一般的に利用されている送金システムであり、最大の特徴としてネット上に痕跡を残さずに資金運用が可能

であることが挙げられる。 

	 

5-4-2	 資金源の分類	 

	 

	 アルシャバーブの主要な資金源は、額の多い順に、①木

炭と砂糖の密輸取引・②徴税33・③象牙密輸・の 3 つに分

類できる34。 

 
①木炭と砂糖の密輸取引《年約 3800〜5600万ドル35》 
	 	 アルシャバーブの資金源の要となっているのが、	 こ

の木炭と砂糖の密輸である。アルシャバーブは、ソマリア

からペルシャ湾岸諸国に木炭を密輸出し、逆に湾岸経由で

                                            
33 PSIA(Public Security Intelligence Agency):公安調査庁参照

(http://www.moj.go.jp/psia/ITH/organizations/ME_N-africa/al-shabaab.html)(2015 年 8 月 10 日閲覧) 
34Globalecco ”Financing Al Shabaab:the vital port of Kismayo”参照

(https://globalecco.org/financing-al-shabaab-the-vital-port-of-kismayo)	 (2015年8月12日閲覧) 
35 (https://globalecco.org/financing-al-shabaab-the-vital-port-of-kismayo) 
	 	 

(http://www.voanews.com/content/reu-un-says-kenyan-peacekeepers-aided-llegal-somalia-charcoal-export/1701424.ht
ml)(2015 年 8 月 10 日閲覧) 

図 15:木炭と砂糖の密輸経路(筆者作成) 
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ソマリアに密輸入された砂糖をケニアに密輸出している36。湾岸諸国は環境保全のために、国内での木炭の

生産が禁止されており、ソマリアに比較的高額であっても木炭を買い求めているのである。その結果、1 年

におよそ 2 千 4 百万袋もの木炭が密輸取引されている37。アルシャバーブの支配下におかれている、ケニア

とソマリアの国境付近の地域において大規模な森林伐採が行われた形跡があり、アルシャバーブが木炭を大

量に輸出している証拠となっている。 

 
	 ②徴税《年約 3500~5000 万ドル》 
	 	 	 首都モガディシュ市内のバカラ市場、2008年に支配下に治めた南部の港町キスマヨ港(2012年に撤退)、

メルカ港、モガディシュ港、そして中・南部の支配地において、商人・農家・支援団体に対する「徴税」を行

っているとされている。アルシャバーブが徴収する税は、商人に対しては〈活動許可料〉〈防衛費〉〈港使用料〉、

農家に対しては〈土地使用代〉、支援団体に対しては、〈立ち入り料〉〈活動登録料〉〈活動期限更新料〉の7つ

がある。 

 

・〈活動許可料〉：アルシャバーブ支配地域にける経済活動許可料として、支配地域において経済活動を行う商

人はアルシャバーブに500ドル収めなくてはならない。 

 

・〈防衛費〉：商人に対して、安全に商業を行える環境を提供しているとして徴収されている。 

・〈港使用料〉：キスマヨの港を利用する場合、年4回1隻につき100万ドル(それ以上の場合もある)を支払わな

くてはならない。アルシャバーブは、資金源の増大を目指し、これらの年において輸出入の関税を強制的に30%

近くに設定し、その関税を資金源としている。キスマヨは、漁業、パキスタンからの米の輸入、ペルシャ湾岸

諸国への家畜(ラクダ・羊・山羊)・①で述べた木炭・カート
38
の輸出で栄えている。 

 

 

・〈土地使用料〉：(ソマリア郊外の比較的土壌が肥沃な)シャベルバレーにおいて農業を行う農家は1ヘクター

ルにつき年150ドル支払わなくてはならない。多くの農家は、農業によって得られる週にたいして払わなくて

はいけない額が大きいため、農業をやめてしまうこともある。これによって、ソマリアの食料自給率がさらに

下がり、飢饉をより深刻な状況にしているとの指摘もある。 

	  

・〈立ち入り料〉:アルシャバーブの支配地域に入るために1万ドルを支払わなくてはならない。 

・〈活動登録料〉:アルシャバーブの支配地域において援助活動を行う場合、1万ドル支払わなくてはならない。 

                                            
36 http://www.yourchildlearns.com/online-atlas/images/map-of-somalia.gif 
37 Voice of America “King of charcoal 
”(http://www.voanews.com/content/reu-un-says-kenyan-peacekeepers-aided-llegal-somalia-charcoal-export/1701424.h
tml)(2015 年 8 月 10 日閲覧) 
38 中東からアフリカ東部にかけて栽培されている和名アラビアチャノキという木の葉 

商
人 
農

民 

支
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・〈活動期限更新料〉:アルシャバーブの支配地域において援助活動を続ける場合は、半年ごとに6000ドルの更

新料を支払わなくてはならない。 

	 ③象牙密輸《年約 720万ドル》 
      アルシャバーブは、ケニアの密猟者や密売人から象牙を買い取り、それをソマリアの仲介人にアジア

諸国、特に中国に輸出している。象牙の密猟がテロ組織の有用な資金源となっている背景として次の 3 点が挙

げられる。1989 年のワシントン条約により、象牙の国際取引が禁止された。これにより、象の密猟が減り、

頭数も徐々に増加していった。しかしながら、中国の豊かになりつつある中流階級からの高まる需要に伴い、

国際闇市場における象牙の価格は急上昇している。加えて、象を殺し密輸取引するという野生生物犯罪に対す

る処罰は、密猟者や密輸者にとって、活動を防げるほど大きなものではない。最後に、象が生息する広大な自

然公園を監視するレンジャーの人数不足があげられる。近年の象殺害方法はどれも、レンジャーを襲い無理や

り公園に入るものではない。監視の目をくぐり抜け、レンジャーに気づかれないよう銃ではなく毒矢を用いた

り、象の飲み水である池に毒を入れるなどである。密猟者は、テロリストのような重装備をしているわけでは

なく、日雇いの一般人である。象が生息する広大な自然公園を監視するには、レンジャーの数が少なすぎるの

である。この 3 点によって、象牙の密輸が資金源としてテロ組織に利用されているのである。アルシャバーブ

が象牙の密売から得ている収入は月およそ 60 万ドル39である。EAL 事務局長は、「アルシャバーブにとって象

牙は木炭と同じように、約 5000 人と推測される兵士たちへの賃金の支払に何よりもまず必要とされる現金を、

素早くまた比較的簡単に手にいれる方法」40と述べている。 

 

5-4-3 まとめ 

  アルシャバーブの主要な資金源は、木炭と砂糖の密

輸取引・徴税・象牙の密輸であることがわかった。ソ

マリアが湾岸諸国とソマリア内陸国を繋ぐ位置にある

ため、アルシャバーブはその地理的環境を利用して密

輸を行っている。人件費として必要な現金を大量に、

そして素早く手に入れられる手段としてアルシャバー

ブは象牙の密輸を行っている。 

これらから得た年間約2億3300万ドルもの資金
41

を”hawala”と呼ばれる、ネット上に痕跡を残さないシス

テムを利用することによって、資金凍結や資金源の追

跡から逃れている。 

 
                                            
39 EAL(Elephant Action League):アメリカのロサンゼルスを拠点とする野生動物保護を目的とした非営利団体(NGO)。 
40 The Washington Times(2013.11.13) 
41 各資金源の推定最大値で計算。(①:5600 万ドル、②:5000 万ドル、③:720 万ドル) 

木炭・
砂糖の
密輸	 

50%	 徴税	 
44%	 

象牙	 
6%	 

アルシャバーブ資金源の内訳	 

図 16:アルシャバーブの資金源(5-4-2 参照に筆者作成) 



 29 

 

5.原因分析	 まとめ 
 
	 原因分析では、まずソマリアにおける紛争・飢饉の原因分析を行い、次にテロ組織アルシャバーブの勢力の源

である資金源の分析を行った。これらの分析から次のようなことがわかった。 

 

①ソマリアにおける紛争→氏族間対立・テロ組織と国際社会の対立→今日ではテロ行為と国際社会の対立が

主。  

 

②飢饉→天候影響・テロ行為→飢饉はアルシャバーブの支配地域でより深刻→飢饉はテロ行為により引き起こ

されている。  

 

テロ行為は、紛争・飢饉に共通して原因となっている。 

 

③テロ組織の威力→資金源が豊か→(1)木炭と砂糖の密輸、(2)徴税、(3)象牙の密輸  

 

 
 
6 政策 
 

6-1 テロ行為抑止政策 
 
  現状分析、原因分析より、今日のソマリアにおける絶対的貧困は、テロ組織アルシャバーブによるテロ行為

によってもたらされていることがわかった。ここでは、テロ行為の威力を弱める政策として、資金源対策、武

器回収、産業復興を提案する。なお、資金源対策は木炭と砂糖の密輸、象牙の密猟密輸に対してのみ行う。こ

れらの密輸密猟取り締まりを行う。テロ行為の威力が弱まってからでないと、徴税制度の禁止は行えない。な

ぜなら、徴税制度を廃止するためには、徴税が行われている場所をアルシャバーブから奪還しなくてはならな

いためである。したがって、ここでは徴税制度禁止対策は行わない。また飢饉に対する補完的な政策として、

農業天候保険の導入を提案する。 

 

 6-1-1 資金源対策 

	 	  
(1)木炭・砂糖の密輸に対する政策 
	 アルシャバーブの資金源の中で最も大きな割合を占める

図 17：キスマヨ港の航空図 (出典 UN DISPATCH) 



 30 

木炭と砂糖の密輸に対する政策として、AMISOM による密輸取り締まりを行う。ソマリアには 4 つの港があ

ると言われており、そのうち、モガディシュ、メルカの 2 つの港がアルシャバーブの支配下にある。残りの一

つはソマリランドに位置しており、もう一つはキスマヨ港と呼ばれ、2008 年からアルシャバーブの支配下に

入っていた。しかし、2012 年に起きた「キスマヨの戦い」によって、AMISOM がアルシャバーブをキスマヨ

港から撤退させることに成功した。これによって、国連や現地の人々の AMISOM に対する評価が高まり、

AMISOM への支援額が増加した。現在はソマリアの都市におけるテロ行為を	 	 防ぐために、港ではなく都

市での活動を中心としている。しかしながら、都市におけるテロ行為を防ぐためには、テロ行為を防ぐために

街中の治安維持活動をするよりも、テロ行為を行う資金源となっている密輸の取り締まりに人員を割くべきで

ある。そこで、前述したように、メルカ港とモガディシュ港の二箇所においても、キスマヨ港と同じように

AMISOM による密輸取り締まりを行う。これにより、資金源の約半分を断つことができる。 

 

(2)象牙の密猟取り締まり強化 
	 	 原因分析 5-4-2③より、象牙の密猟密輸が盛んとなっている原因は、国際闇市場における象牙価格の高騰、

野生生物犯罪に対する処罰の軽さ、レンジャーの人数不足の三点であることがわかった。象牙価格の高騰に関

しては、中国国内で高まる需要に対するものである。二点目の処罰の軽さに関しては、法改正を伴うものであ

るため、これら二点に対する有効で機動性のある政策を打つことは困難である。したがって、ここでは三つ目

のレンジャー不足に対する、人員増加と防犯設備の導入を行う。 

	 第一に、レンジャー増加による密猟取り締まり強化を行う。しかし、レンジャー増員のみにより取り締まり

強化を目指すのは、人件費が嵩み、かつ広大な自然公園をすべて目視により取り締まるのは現実的ではない。 

	 そこで、第二の対策として、防犯装置の導入を行う。監視カメラや立ち入り予防柵の導入によって、人数的

に監視しきれない公園内における密猟を取り締まることができる。 

	 以上の二点により、象牙の密猟取り締まり強化を行う。これによって、(1)の成果と合わせて資金源の約 6

割を断つことができる。またとりわけ象牙の密輸は、現金を素早く大量に入手できる方法であるため、人件費

の支払いに利用されている。そのため、象牙の密猟を取り締まることによって、アルシャバーブは加入してい

る若者に給料を支払えなくなるのである。これは、次項目で扱う武器回収において、重要な役割を果たす。 

 

 
 (3)徴税制度の禁止 
	 徴税制度の禁止は、アルシャバーブの支配地域では現実的に不可能である。外国勢力を排除し、イスラム国

建国を目指すアルシャバーブに対して外部が徴税禁止令を出したところで、それを彼らが受け入れる可能性は

低い。つまり、アルシャバーブによる徴税制度から人々を守るためには、その地域をアルシャバーブから奪還

しなくてはならないのである。政策(1)(2)によって資金源の約半分以上を絶ち、アルシャバーブの威力が弱ま

れば、これまでの AMISOM による国内治安維持によって徴税制度は自然と行われなくなる。したがって、こ

こでは徴税制度禁止対策は行わない。 
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6-1-2 武器回収 
	 	 	 テロ行為の威力が衰えていても、街中に銃が出回っている状態では、治安は安定しない。ここでは、ソ

マリランドにおける成功例を提示し、氏族による武器回収を提案する。 

(1)若者がアルシャバーブから氏族へ 

	 	 6-1-1 の資金源政策によって、テロ行為の威力を弱めたことを前提とする。アルシャバーブ内部は、強固

に団結しているわけではなく、アルシャバーブを率いるコアメンバーと、その他のメンバーの間には大きな隔

たりがある。ほとんどのアルシャバーブのメンバーは、教育を受けていない地元の若者や経済的理由、脅迫に

より加入した若者であり、何かあれば脱走してしまう程度の構成員である。原因分析 4-1(0)で述べたように、

ソマリア人は自分の所属する氏族というものがあり、その氏族を中心に据えた生活を送っている。アルシャバ

ーブから解放された、あるいはアルシャバーブによる給料がもらえず生活が送れなくなってしまった若者は、

自分の氏族の地へ帰り、生活のあてを探すのである。 

(2)ソマリランドにおける成功例 

	 ソマリランドは、南部ソマリアと同じように内戦が続いていた。1993 年に自体を憂いた氏族の長老たちが

集まり、すべての武装集団は戦闘を中止し、すべての武器を政府ではなく氏族の長老に差し出すという合意が

なされた。当初、若者たちは銃を手放すことを拒否し続けていた。しかし、ボロマ会議と呼ばれる長老会議を

何回も重ね、銃回収の重要性を根気よく訴えていった。その結果、民兵は銃ごと軍と警察に吸収され、軍に一

万人、警察に 5000 人、刑務所看守の 5000 人、残りの三万人は武器を軍に渡して民間に戻ることになった。

ユニセフや国連開発計画 UNDP がソマリランド政府の相談を受け、民兵を警官に編成しなおす教育、銃回収

の具体的なやり方や事務処理を担当することになった。出回っていたおよそ 5 万丁もの銃は 2002 年までにほ

ぼ回収された。その後は、UNDP による本格的な銃管理の訓練、警官の訓練を行っている。 

(3)ソマリランドにおける成功例の分析 

	 ここでは、ソマリランドにおける武器回収が成功した理由について分析を行い、南部ソマリアで行う政策へ

つなげる。 

①氏族の重要性 

長老による説得で最終的に銃回収に合意していることから、ソマリア人にとって、氏族が極めて重要なもので

あることがわかる。 

②銃回収の対象を個人ではなく組織(=氏族)にしたこと 
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これまでの一般的な武器回収は個人を対象に行われるものであった。銃を提出した個人に対しては、物資、金

銭的な援助などを見返りとしていた。あくまでも個人を対象としており、見返りも当然その個人に対してであ

るため、公共設備など大掛かりなものは手にできなかった。そこでソマリランドでは、対象を組織、つまり氏

族にすることによって、これまでは手にできなかったような大掛かりな設備を手にできるのである。また、対

象を個人ではなく組織にすることによって、その組織全体が銃の回収に責任を持つようになる。結果、個人を

対象に行う場合と比べ、フリーライダーの出現を防げるのである。 

③職業保障 

これまで戦うことが仕事であったもの達から、商売道具である銃を回収するためには、次の職業を保障しなく

てはならない。ソマリランドにおいては、民兵を軍隊と警察に編入させ、彼らに職業を保障した。また、軍隊

と警察のどちらにも属さずに一般市民となった人々も、治安が安定したことにより職業を確保できた。その際、

旧宗主国であったイギリスが支援し、技術支援や産業支援を行った。ソマリランドは現在観光業でも栄えてい

る。 

④治安の持続性の確保 

一時的な銃の回収を行うだけでは、窃盗や強盗により再び街中に銃が出回り治安の悪化につながると考えられ

る。しかし、ユニセフや UNDP による警官教育、銃管理方法などを取り入れることによって、本格的な管理

を行うことが可能となる。結果、持続的に治安維持が可能となった。 

(4)南部ソマリアにおける武器回収モデル 

(3)では、ソマリランドで武器回収が成功した理由についての分析を行った。ここでは、これらの成功要因＜

①氏族の重要性、②銃回収の対象を個人ではなく組織にすること、③職業保障、④治安の持続性の確保＞を踏

まえて、南部ソマリアにおける武器回収政策を提案する。 

①氏族による銃回収 

各氏族の長老が、氏族ごとに銃回収を実施する。対象を各個人ではなく氏族ごとにすることによって、氏族全

体が銃回収に責任を持つようになる。全員分の銃を集め提出した氏族には、見返りとして、診療所や学校、水

道など、氏族の望む公共設備、インフラを提供する。ソマリランドにおいては、強い平和願望が武器回収の主

要なインセンティブとなっていた。何年にもわたる内戦、テロ行為で学校がなくなり、若者は教育を受けられ

る機会がなくなった。ソマリア現地で取材を行ったソマリア青年機構によると、ギャング(テロリスト予備軍)

の多くは、教育を受ける機会を失っており、真剣に学校に行きたがっている。病院や診療所は昨日しておらず、

石は国外へ逃亡、医療器具や医薬品は略奪された。学校や病院など、人々が欲している公共設備などを見返り
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に行うことにより、人々の銃回収へのインセンティブが強まると考えられる。その結果、銃回収が円滑に行わ

れると考えられる。 

②産業復興(6-1-3) 

産業復興は以下の 3 つの理由で重要である。第一に、銃回収をスムーズに行うために不可欠である。戦うこと

が仕事であった若者は、戦うことを辞めた時点で無職になるため、生計を立てる術が保証されていなければ、

銃回収に応じる可能性が低い。第二に、治安安定化のためには、人々が経済的に自立できなくてはならない。

職がなくなれば、再び暴力に訴えざるを得ない状況が生まれてしまう可能性がある。第三に、飢饉を防ぐため

にも産業復興は極めて重要である。旱魃の多いソマリアでは農業による食料自給が困難であるが、水産業設備

などは内戦、テロ行為によって破壊されており、機能していない。以上 3 点の理由から産業復興は大変重要で

ある。この節ではあくまでも武器回収政策であり、一点目の銃回収をスムーズに行うためであるということを

示すだけにとどめておく。産業復興の具体的な内容に関しては、6-1-3 産業復興を参照していただきたい。 

③持続的な管理 

治安安定化のためには、一時的ではなく、持続的に機能する銃管理が必要である。ソマリランドにおける銃回

収の際も、主体は氏族であったが、銃回収の方法に関しては、UNDP やユニセフが指導を行い、現在でも和

平が保たれている。よって、南部ソマリアにおいても、同様に国連機関による指導のもと、銃の管理を行う。 

5-1-2 まとめ 

氏族ごとに武器回収を行い、銃を集め、提出した氏族に対しては、彼らの望む公共施設などを提供する。銃回

収をスムーズに行うための産業復興も並行して行う。また、回収した銃の管理方法に関しては UNDP が指導

を行う。 

 
6-1-3 産業復興 

 
	 今日のソマリアにおける主要産業は、ソマリア全土における牧畜、中南部のみで行われている農業のみであ

る。度重なる旱魃により、牧畜、農業ともに多大な被害を受けた。テロ行為による意図的な産業設備破壊も、

これらの産業、また他産業が衰退した原因としてあげられる。人口の 70%は 30 歳未満の若年層が占めると言

われる中で、アルシャバーブなどの武装集団に生活の糧を求める若者に対し、雇用の機会を創出し、国の健全

な成長を促すことが重要である。そこで漁業と流通業の推進政策を提案する。 
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(1)漁業 

	 ソマリア沖は世界的に見ても、有数な漁場である。

内戦が始まるまえまではマグロ、カツオ、ロブスター

といった海産物の輸出により年間約 20 億ドルの利益

を生み出していた。図 18 は、1980 年代ソマリアの

漁港一覧である。しかしながら、テロ行為による漁業

基地破壊、密漁や乱獲によって、水産業は衰退した。

現在はソマリア海賊による事件は見られないが、ソマ

リア沖で海賊となっていた人々の多くは、漁師出身者

と見られている。もともと図 18 のような漁港があっ

た沿岸部には多くの元漁師が住んでいる。そういった

人々に対して技術や設備提供を行うことによって、す

みやかに漁業に復帰できると考えられる。一度にすべ

ての漁港において技術指導や設備提供を行うことは

困難であるため、前述したアルシャバーブが密輸を行

う際に利用していたキスマヨ、メルカ。モガディシュ

の 3 つの港を中心に行っていく。若年層の若者に対し

ても技術指導を行うことにより、持続的な産業発展、雇用創出が見込める。設備提供に関しては、国際海事機

関(IMO)、国連開発計画などが一体となって行う。技術提供に関しては、遠洋漁業に関する知識、ノウハウが

豊富な日本の水産業者も含めた水産業が活発な世界各国の水産業の専門家が行う。特に、2011 年 3 月 11 日に

発生した東日本大震災で漁業基地が壊滅的な被害を受けたにも関わらず、1 年後には再び漁業を行えるまでに

復興した東北地方の水産業関係者は、ソマリアの漁業発展に大きく寄与できると考えられる。現在マグロ、カ

ツオの価格は高騰しており、ソマリア沖漁業によって得られる利益は十分にあるだけでなく、今後ソマリア沖

での水産資源に対して需要が高まっていくことが考えられる。 

 

(2)流通業 

	 	 ソマリアは、アフリカ大陸の北東部に位置している。アフリカ内陸国から湾岸諸国へ、湾岸諸国からアフ

リカ内陸国を結ぶ貿易拠点となりうる。原因分析で述べたように、現在でもアルシャバーブによる木炭、砂糖

の密輸は、ソマリアを湾岸諸国とアフリカ内陸国の仲介地点としている。アルシャバーブに属していた若者の

うち、こういった密輸取引にかかわっていた人々は、流通業のノウハウを持っていると考えられる。アフリカ

内陸国と他大陸の中継地点としてだけでなく、マグロの好漁場であるソマリアは自国の海産物輸出においても

利益を見込めるだろう。中継貿易で成功した事例としてシンガポールが挙げられる。シンガポールは 1867 年

にイギリスの植民地となり、ヨーロッパとアジアを結ぶ国際的な中継貿易の拠点として発展した。 

 

図 18:1980 年代ソマリアの漁港の位置(出典 FAO) 



 35 

6-2 対飢饉政策<補完的> 
  
6-2-1 農業天候保険 

 
	 この政策は、これまでの政策によって、テロ行為の威力が弱まり、国際社会による援助が行われることを前

提とする。ソマリアにおける飢饉を解消するためには、安定的な食料自給が不可欠である。農業生産は天候状

況に大きく左右される。旱魃の多いソマリアでは、農業インフラが発達していないため、天候による被害が大

きい。国連を始めとする国際機関によってなされる農業インフラ、販売網の整備などは多大な時間と費用を要

する。頻繁に発生する被害、人命被害などの深刻な問題にはインフラ整備で対応し、経済的な補償が可能なも

のについては金銭補償によって対応することによって、総投資額を減らすことができる42。そこで、インフラ

設備を利用できるようになるまでの時間稼ぎ、またインフラ設備による天候影響対策の補完措置として天候保

険の導入を行う。天候保険とは、天候異常による農業被害の一部を金銭補償することによって、農家の生計や

農村経済への悪影響を小さくすることが狙いである。天候影響による被害を補償する制度はすでに日本やアメ

リカ、EU 諸国で行なわれている。具体例としては、「冷夏アイスクリーム保険」があげられる。アイスクリー

ムは夏場になると売り上げが伸びる。しかし、冷夏であればアイスクリームの売り上げは下がってしまう。そ

こで、冷夏による売り上げの減少による利益減額に対して、夏の気温が一定以下の場合に金銭を支払うのであ

る。この天候保険を農業に当てはめると次のような仕組みが考えられる。「農家が特定作物の雨量不足による

作物収穫減少に保険をかける。雨量不足でどれくらいの収穫減少であったかを把握することは困難であり、ま

たその調査には時間もかかり機動性に欠ける。そこで、雨量を指標として雨量が一定量以下になった場合には

予め定められた契約に基づき定額の保険金を支払う。」この仕組みでは、被害状況の調査をせず、一定条件を

満たさない時には自動的に保険金を支払うため、すばやく保険金を支払うことができる。	 

	 

6-2-2	 まとめ	 

	 	 	 テロ行為の威力が弱まり、国際社会による現地での開発が可能となることを前提とし、農業天候保険(天候

インデックス保険)の導入を提案する。国際社会によるインフラ整備などの開発過程、そしてインフラ整備ほ

ど大掛かりな設備が不要な場合に、農業天候保険を導入する。これにより、インフラ設備が整うまでに発生す

る天候災害に対処できるだけでなく、経済的援助で解決できる被害に対しては金銭補償で解決することによっ

て、総投資額の削減につながる。	 
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6.政策	 まとめ 
 
ソマリアにおける絶対的貧困を解消する政策として、テロ行為抑止政策、対飢饉政策を行う。テロ行為抑止

政策は、(1)木炭と砂糖の密輸、(2)象牙の密輸を取り締まることによる資金源根絶、武器回収、農業、漁業、

流通業を中心とした産業復興である。産業復興に関しては、テロ行為抑止政策によって国際社会による援助

や開発が可能になるため、国際社会の支援を受けて行うこと前提としている。対飢饉政策としては、雨量が

一定以下になった場合に農家に対して金銭補償を行う農業天候保険を導入する。この農業天候保険の導入

は、産業設備の開発が完了するまでの間に起こる飢饉に対処しうるものである。それと同時に、小規模で発

生頻度が低い災害や天候による被害に対しては、設備開発ではなく、金銭補償によって対処することによっ

て、そう投資額を防ぐことができる。 

これらの政策によってソマリアの絶対的貧困の解消が達成される。 
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