
アルジェリア政治・経済月例報告 

（２０１７年１月） 

 

平成２９年３月 

在アルジェリア日本国大使館 

 

１． 内政 

● ５日，ブーテフリカ大統領，選挙監督高等独立機構のメンバーとして２０５

名の司法官を市民社会から任命（同機構長のデルバール(Derbal)氏は２０１

６年１１月に任命(同人は元議会関係相)）。 

● １８日，ブーテフリカ大統領，ベライブ商業大臣の病気治療中の同大臣職代

行として，テブン住宅・都市計画大臣を指名。 

● ２７日，ブーテフリカ大統領，故ベライブ商業大臣の遺族に弔電を送る。 

 

２． 外交 

● ４日，メサヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連盟担当大臣は，来訪したスウェ

ヒリ・リビア国家評議会議長と会談し，リビア危機の政治解決について協議。 

● ８日，ブーテフリカ大統領は，来訪したハマド・カタール前首長と会談（ベ

ンサラ国民評議会議長，メサヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連盟大臣同席）。 

● ９日，メサヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連盟大臣は，来訪したリビア代表

議会代表団と会談。 

● １０日，ブーテフリカ大統領は，来訪したムハンマド（ＭＢＮ）サウジアラ

ビア皇太子（副首相兼内相）と会談（メサヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連

盟大臣同席）。 

● １０日，セラル首相は，来訪したシーヤールトー・ハンガリー外務貿易相と

会談し，農業，工業及び観光分野等について協議。 

● １３日，セラル首相は，マリでの第２７回アフリカ・フランス首脳会議に出

席し，オランド仏大統領らとバイ会談。 

● １７日，ラマムラ外務・国際協力大臣は，ラリー・ゴベブロ＝ラルティー・

テロ対策協力担当ＡＵ特別代表兼ＡＵテロ調査研究センター所長から信任

状を受領。 

● １８日，メサヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連盟大臣は，第２回アルジェリ

ア・フランス政治・安全保障戦略対話（於，パリ）に出席し，リビア，マリ，

シリア及びサヘル地域情勢に関し協議し（仏代表：ヤン・ジュヌー国家情報

調整官），また，エロー仏外相と会談し，リビア，サヘル地域問題に関し協

議。 



● ２２日，ブーテフリカ大統領は来訪のガンヌーシ・チュニジア・エンナハダ

党首と会談し，リビア危機の対話による解決等につき協議（ウーヤヒヤ大統

領府官房長，メサヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連盟大臣同席）。 

● ２９日，セラル首相はアディスアベバでのＡＵ総会に出席し，ＡＵ改革を重

視している旨演説。グテーレス国連事務総長と会談し，マリ，リビア，西サ

ハラ問題に関し協議。 

● ２９日，パレスチナのサーミー・アブー・ザハリー・ハマス報道官は,アマ

ール・グール(Ghoul)アルジェリアの希望連合（TAJ）党首（元国土整備・観

光・手工業大臣）と会談後の記者会見にて，「アルジェリアはパレスチナ人

への資金支援提供に常にコミットしている唯一のアラブ国」と述べた。 

 

３． 治安 

● ７日，タマンラセット県ティン・ザウアティーン地区において，軍はテロ対

策・国境安全化の一環で国境パトロール中，口径６０ミリ迫撃砲１台，口径

１２．７ミリ機関銃２丁，ＰＴＫ機関銃１丁，ＦＭＰＫ機関銃１丁，カラシ

ニコフ小機関銃９丁，セミノフ半自動銃４丁，連発銃４丁及び種々口径弾薬

多数の隠匿場所を発見した（国防省コミュニケ発表）。 

● ２０日，タマンラセット県において，軍はテロ対策の一環で情報に基づいて

国境付近をパトロールし，武器弾薬の隠匿場所１箇所を発見し，口径６０ミ

リ迫撃砲１個，ＲＰＧ７ロケット弾発射機１機，ＲＰＧ２ロケット弾発射機

１機，ＳＰＧ９大砲１台，口径１４．５ミリ機関銃２丁，口径１２．７ミリ

機関銃１丁，ＰＫＴ機関銃１丁，ＦＭＰＫ機関銃２丁，カラシニコフ小機関

銃９丁，セミノフ半自動銃２丁，連発銃１丁及び種々口径の弾薬多数を押収

した（国防省コミュニケ発表）。 

● アイン・デフラ県（首都から東方）におけるテロ掃討作戦が４件で全国最多

となった。 

 

４． 経済 

●２０１７年予算法 

２０１６年１２月２８日，ブーテフリカ大統領は２０１７年予算法を承認し

た。１月３日，官報第７７号に同法案が掲載された（当館注：後日計算に誤り

があったことが発覚し，現在同法案を修正中）。同法案は，１バレル５０ドルで

編成され，１ドル１０８アルジェリアン・ディナール（ＤＡ），インフレ率が４％

と想定されている。 

 

●国債の販売額 



６日，ババ・アミ財務大臣は，２０１６年４月に発行した国債の販売額が，

最終的に５，６００億アルジェリアン・ディナール（ＤＡ）に達したと発表し

た。同国債の売上げは，港湾，鉄道，工業地域拡張工事等の大型インフラプロ

ジェクトの資金に充てられる。 

 

●中国に対する大幅な赤字 

１６日付の税関の発表によれば，２０１６年において中国は，輸出額８３.９

６億ドル（全体の約１８％）をもって，対アルジェリア輸出国第一位を維持し

た。第２位はフランス（４７.４４億ドル，約１０．１５％），次いで伊（４６．

４２億ドル，約９．９３％），西（３５．９５億ドル），独（３０．０９億ドル）。

１０位以内には，トルコ（７位），ブラジル（９位），韓国（１０位）がいる。 

中国は対アルジェリア輸出の最大の享受国であるが，アルジェリアからの輸入

はほとんど無いに等しく，中ア間の貿易では大幅な対中赤字となっている。輸

入相手国として，中国は上位１５か国の中にすら入っていない。アルジェリア

からの輸入相手国として，伊が大きな割合を占めており，輸入額は４７．９９

億ドル（全体の１６．５５％）。第２位が西（３５．６２億ドル）であり，これ

に米（３２．２７億ドル），フランス（３１．９２億ドル）が続く。チュニジア

は１２位（６．１億ドル），モロッコが１３位（５．８９億ドル），シンガポー

ルが１４位（５．４２億ドル），インドが１５位（５．１１億ドル）である。 

 

●２０１６年度版腐敗認識指数の発表 

 ドイツのＮＧＯであるトランスペアレンシー・インターナショナル（ＴＩ）

は，２０１６年度版の腐敗認識指数を発表した。同報告において，アルジェリ

アは，１００ポイント中３４ポイント，調査対象国１７６カ国中１０８位とな

り，前年度より２０位順位が下がった（前年度は８８位）。 

 

●スズキが自動車組立工場を建設 

 タフクートグループは，スズキの２車種（スウィフト，アルト）を生産する

自動車組立工場をサイダ県に建設する。同工場建設は３月に開始予定で，雇用

は４００人，年間１万５，０００台を生産する予定である。 

 

＜アルジェリア要人の外国訪問＞ 

日付 国 氏名・肩書き 目的 

１月７日 ガーナ ベンサラ国民評議会

議長 

大統領就任式に出席 

１月１２日 エチオピア ババ・アミ財務大臣 アフリカ諸国財務大臣会



合に出席 

１月１２日 ＵＡＥ ブーテルファ・エネル

ギー大臣 

大西洋評議会ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ･ﾌｫｰﾗﾑ参加，サウジア

ラビア，クウェート，イラ

ク各エネルギー相及びＯ

ＰＥＣ事務局長と会談 

１ 月 １ ３

日，１４日 

マリ セラル首相 第２７回アフリカ・フラン

ス首脳会議出席。オランド

仏大統領らとバイ会談。 

１月１５日 フランス（パ

リ） 

ラマムラ外務・国際協

力大臣 

中東和平に関する閣僚級

会合参加。クーンデルス・

オランダ外相と会談。 

１ 月 １ ６

日，１７日 

ＵＡＥ ブーテルファ・エネル

ギー大臣 

再生可能エネルギー・フォ

ーラム出席 

１月１８日 フランス メサヘル・マグレブ・

ＡＵ・アラブ連盟大臣 

第２回政務・治安戦略対話

に出席 

１月２１日 エジプト メサヘル・マグレブ・

ＡＵ・アラブ連盟大臣 

第１０回リビア近隣国会

合出席。シアラ・リビア外

相と会談 

１月２２日 オーストリ

ア 

ブーテルファ・エネル

ギー大臣 

ＯＰＥＣ減産合意フォロ

ーアップ委員会に出席 

１月２４日 フランス（パ

リ） 

ババ・アミ財務大臣 サパン仏経済・財務大臣と

会談，西地中海地域５＋５

対話フォーラム諸国財相

会合出席 

１月２４日 チュニジア ウーヤヒヤＲＮＤ党

首（大統領府官房長） 

エセブシ大統領及び 

ガンヌーシ・エンナハダ党

首とそれぞれ会談 

１月２５日 フランス ハジャル高等教育・科

学研究大臣 

第４回アルジェリア・仏高

等教育・科学研究セミナー

出席 

１月２５日 イラン ミフビ文化大臣 マシュハド・イスラム文化

首都記念式典に出席し，サ

ーレヒアミーリ・イラン文

化イスラム指導大臣と会

談 



１月２６日 コンゴ（共） メサヘル・マグレブ・

ＡＵ・アラブ連盟大臣 

同国サス・ンゲソ大統領，

ガコソ外務・協力大臣及び

コブラー国連特使とそれ

ぞれ会談 

1月２７日 コンゴ（共） セラル首相 リビア問題に関するＡＵ

高等委員会出席 

１月２７日 エチオピア ラマムラ外務・国際協

力大臣 

ＡＵサミット準備閣僚会

合出席 

１月２８日 エチオピア セラル首相，メサヘ

ル・マグレブ・ＡＵ・

アラブ連盟担当大臣 

ＡＵアフリカン・ピア・レ

ビュー・メカニズム（ＡＰ

ＲＭ）会合に出席 

１月２９～

３０日 

エチオピア セラル首相，ラマムラ

外務・国際協力大臣，

メサヘル・マグレブ・

ＡＵ・アラブ連盟担当

大臣 

ＡＵ総会に出席 

 

＜外国要人のアルジェリア訪問＞ 

日付 国，機関，地

域 

氏名・肩書き 目的 

１月４日，

５日 

リビア 

 

スウェヒリ国家評議会

議長 

メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣他と

会談 

１月５日 ガーナ ガビフ大統領特使 セラル首相，ラマムラ外

務・国際協力大臣と会談 

１月７日 コンゴ（共） ガコソ外相 セラル首相，ラマムラ外

務・国際協力大臣と会

談。２５日，リビア周辺

国首脳会議同国開催を

発表 

１月７日 国連 コブラー・リビア担当国

連事務総長特使 

メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣と会

談 

１月８日 カタール ハマド前首長 ブーテフリカ大統領と

会談 

１月１０日 ハンガリー スジジャルト外務・貿易 セラル首相，ラマムラ外



大臣 務・国際協力大臣と会談

等 

１月１１日 ギニア カマラ治安・市民防護相 セラル首相と会談 

１月１２日 ヨルダン アナーニー経済担当副

首相兼国王特使 

セラル首相と会談 

１月１５日 リビア アリー・アハマド・アッ

タカーリー代表評議会

一行 

メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣と会

談 

１月１６日 ナイジェリ

ア 

アミーナ・ジャン・ムハ

ンマド環境相兼大統領

特使 

メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣と会

談 

１月１９日 ジブチ ムミヌ・ハサン・ビッリ

ー・イスラム相兼大統領

特使 

セラル首相と会談 

１月２２日 チュニジア ガンヌーシ・エンナハダ

党首 

ブーテフリカ大統領と

会談 

１月２３日 サウジアラ

ビア 

スルタン・ムハンマド・

サウード・アルカビー

ル・アール・サウード殿

下 

ブーテフリカ大統領と

会談 

１月２３日 リビア シュテウィ・ミスラタ市

長及び議員一行 

メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣と会

談 

１月２３～

２５日 

フランス ジャン・ピエール・ブシ

ール陸軍参謀長 

ターフェル陸軍司令官

と会談 

１月２４日 スイス マーティ＝ラング連邦

外務省次官補 

メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣と会

談 

１月２９日 パレスチナ アブー・ザハリー・ハマ

ス報道官 

グール(Ghoul)アルジェ

リアの希望連合（TAJ）

党首と会談 

（了） 


