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「成長するアフリカ─日本と中国の視点」
マクロレベルで見る限り、アフリカ諸国は近年低成長を脱し、堅調な経済成
長を続けていますが、そのなかで中国の役割が注目されています。貿易投資の
貿易投資の
拡大、活発な援助外交、また FOCAC（中国アフリカ協力フォーラム）の開催
など、中国は近年急速にアフリカでのプレゼンスを高めています。この問題は
中国は近年急速にアフリカでのプレゼンスを高めています。この問題は
近年急速にアフリカでのプレゼンスを高めています。この問題は
世界的関心を集めており、TICAD（アフリカ開発会議）IV
おり、TICAD（アフリカ開発会議）IV
、TICAD（アフリカ開発会議）IV や洞爺湖 G8 サミッ
トを来年に控え、対アフリカ支援の方策を真剣に考えるべき時期にある日本に
とっても重要です。
ジェトロ・アジア経済研究所は、中国の著名なアフリカ研究者を招き、中国
の対アフリカ援助、貿易・投資、また FOCAC といったトピックにつき講演会
を開催します。また同時に、日本のアフリカ研究者を交えてパネル・ディスカ
ッションを行い、アフリカと日本・中国の関係について議論を深めます。
開催日時：2007 年 9 月 13 日㈭ 14：00
：00
00 〜 17：00
：00
00
場所：JETRO 本部５階 ABCD 会議室
（http : //www.jetro.go.jp/jetro/profile/map.html）
日中英同時通訳付き
英同時通訳付き
同時通訳付き

＜プログラム＞
13 : 30
開場
14 : 00 14 : 10 挨拶 鷲尾友春（ジェトロ理事）
＜講演＞
14 : 10 14 : 30 「FOCAC（中国アフリカ協力フォーラム）と中国アフリカ経
済貿易協力に関するその影響」
（姚桂梅：中国社会科学院西アジア・アフリカ研究所アフリ
カ研究室副室長）
14 : 30 14 : 50 「アフリカに対する中国の外交と援助」
（徐偉忠：中国現代国際関係研究院アフリカ研究部主任）
14 : 50 15 : 10 「中国・アフリカ間の貿易と投資」
（宋志勇：商務部中国国際貿易経済合作研究院アジア・アフ
リカ研究部副主任）
15 : 10 15 : 30 コーヒー・ブレイク
15 : 30 17 : 00 講演に対する質疑応答
パネル・ディスカッション「アフリカにおける中国と日本」
モデレーター：平野克己（ジェトロ・ヨハネスブルクセンタ
（ジェトロ・ヨハネスブルクセンタ
ジェトロ・ヨハネスブルクセンタ
ー所長）
）
パネラー：３名の講演者、および武内進一（ジェトロ・アジ
武内進一（ジェトロ・アジ
アジ
ア経済研究所アフリカ研究グループ長）
、岡田茂
樹（ジェトロ・ヨハネスブルクセンター次長）
コメンテーター：張宏明（中国社会科学院西アジア・アフリ
カ研究所副所長）
曾強（中国現代国際関係研究院教授）
＊お申し込み・詳細は、ジェトロ・アジア経済研究所ホームページ（http : //
www.ide.go.jp）をご覧下さい。
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エドワード・カムギシャ（1964 年生れ）は独学のアーティスト。
ウガンダ・ルワンダ国境に近い地方町カバレで教員をしながら創作
していたところを外国人旅行者に見いだされて、34 歳で遅い作家デ
ビューを果たす。英米での評価は高く、イギリス、オクトーバー・
ギャラリーにも名を連ねる。（原画不整形につき、画像に歪みがあり
ます）
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