
アルジェリア政治・経済月例報告 

（２０１６年１２月） 

 

平成２９年１月 

在アルジェリア日本国大使館 

 

１． 内政 

● ブーテフリカ大統領の除幕式出席 

１１日、ブーテフリカ大統領は、アルジェ県のゼラルダとビルトゥタを結ぶ

鉄道の新路線の除幕式に、セラル首相以下複数の閣僚の同行の下、出席した。

５駅を結ぶ路線は１日約５０００人を運ぶキャパシティがある。また、同日、

ブーテフリカ大統領は、アルジェ西部のシディ・アブデラーに移動し、新都市

の除幕式に参加した。同都市は４５０００戸の住居からなり、現在の工事の進

捗度は７５％で、２０１８年には完成する予定である。 

 

● 知事の異動 

１５日、ブーテフリカ大統領は一部知事の人事異動を実施し、シディ・ベル・

アッベス県、ベジャイア県、ベシャール県及びスキクダ県の知事が異動した。

報道によれば、スキクダ県知事やベジャイア県知事等は公金の不正使用で批判

されており、更迭されたとの見方が強い。 

 

２． 外交 

● ウルドゥ・ケリファ国民議会議長の中国訪問 

 １２月２日から、ウルドゥ・ケリファ国民議会議長は、議員団を引き連れ、

張徳江全人代常務委員長の招待に応じ、中国を訪問した。２日、鐘燕群上海市

人大常務委員会副主任と会談した。鐘副主任は、アルジェリアはアフリカ経済

を発展させていく上で中国の重要なパートナーであり、ブーテフリカ大統領に

よる経済改革及び新経済モデルにより新興経済を構築する全ての切り札を有し

ている旨述べた。また、両者は、戦略的パートナーシップの枠組みで経済・科

学技術・政治における協力を促す方法を協議した。 

また、４日、趙鵬・江蘇省人民代表大会常務委員会副主任と会談した。趙副

主任は、二国間の戦略的関係及び経済や科学技術面での協力の活発さを強調し

た。加えて、趙副主任は、中国は、特に経済や法令面での改革を新たに推進す

るので、アルジェリアへの投資レベルを引き上げる可能性があることを説明し

た。これらの改革により、南南協力モデル等を形成する中国企業にとってアル

ジェリアは優遇される目的地となるであろう旨付言した。 



● 戦略対話の実施 

１２日、メサヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連盟大臣は、英国を訪問し、ラ

イアル・グラント国家安全保障顧問と第７回戦略対話を実施した。また、エル

ウッド中東・アフリカ担当政務次官とも会談し、二国間関係の質の高さを強調

し、テロとの闘いに関して見解の一致を見た。 

２２日、同大臣はスペインを訪問し、イバネス外交長官と第１回治安戦略対

話を実施した。テロとの闘いを含めた治安以外にリビア、マリ、西サハラ及び

移民等の問題についても議論した。 

 

● アフリカにおける平和と安全に関する第４回ハイレベル・セミナーの開催 

１７日から１９日にかけて、アルジェリア政府は、オランにて国連安保理の

新アフリカ・メンバー国支援等を目的とする「アフリカにおける平和と安全に

関する第４回ハイレベル・セミナー」を開催した。アンゴラ、エチオピア及び

チャド等から外相が参加し、ラマムラ外務・国際協力大臣は、アフリカにおけ

る危機や紛争を予防するための手段につき一層の協力を求めた。 

 

● ハフタル・リビア元帥のアルジェリア訪問 

１８日、ハフタル・リビア元帥はアルジェリアを訪問し、セラル首相及びメ

サヘル・マグレブ・ＡＵ・アラブ連盟大臣とそれぞれ会談した。ハフタル元帥

の訪問により、リビア危機における主要な仲介役としてのアルジェリアの地位

を強固にした。 

 

３． 治安 

● アドラール県におけるテロ掃討作戦 

９日、アドラール県ボルジ・バジ・モクタール地区において、軍はテロ対策・

国境対策の一環で国境地帯のパトロール中、複数のテロリストと銃撃戦になり、

外国人テロリスト１人を逮捕し、カラシニコフ小機関銃１丁、無線機３台、双

眼鏡２個及び弾薬多数を押収した。また、軍の別の部隊が、国境地帯をパトロ

ール中に、カラシニコフ小機関銃１１丁、ＦＭＰＫ機関銃６丁、狙撃銃１丁、

セミオートマチック銃３丁、ＲＰＧ７ロケット弾発射機３機、ＲＰＧ７ロケッ

ト弾１２個及び種々口径銃弾１５，０００個の隠匿場所１箇所を発見した（国

防省コミュニケ）。 

 

 

４． 経済 

● アルジェリア・アフリカ投資・ビジネスフォーラムの開催 



 ３日、アルジェにて第１回アルジェリア・アフリカ投資・ビジネスフォーラ

ムが３日間の日程で開催された。同フォーラムにはアフリカ４０か国から約２，

０００名が参加した。同フォーラムでは６つのパネルディスカッションが開催

された他、参加企業間の対話やワークショップが行われた。 

 

● 日揮のソナトラック社ガス生産建設プロジェクトの受注 

 ７日、日揮は、国営炭化水素公社ソナトラック社とハッシルメル地区（当館

注：アルジェ県から南に５００ｋｍ内陸のラグアット県に位置する）の原料ガ

スを生産する工事の契約に署名した。同プロジェクトでは、設備一式に関して

設計、機材調達、建設工事等を請け負うことになり、契約金額は約１，４００

億ディナール（ＤＡ）で、工期は３８か月。 

 

● ２０１６年１月－１１月の貿易統計 

 税関当局は、２０１６年１月－１１月の貿易統計を発表した。同報告による

と、貿易赤字が１７２億ドルで、輸出が２５５億８，０００万ドル（前年同期

が３２０億ドル、対前年同期比２０．２２％減）、輸入が４２７億８，０００万

ドル（前年同期が４７４億５、０００万ドル、対前年同期比９．８５％減）、カ

バー率が６０％となった。 

 

● ２０１７年予算法 

 ２８日、ブーテフリカ大統領は、２０１６年最後の閣議を主宰し、全閣僚が

見守る中、２０１７年予算法他を承認する署名を行った。 

 

５． 我が国との関係 

● ブーテフリカ大統領の祝辞 

２３日、ブーテフリカ大統領は、天皇誕生日に際し天皇陛下及び安倍総理へ

それぞれ祝辞を発出し、両国の友好関係を発展させていきたい旨強調した。 

  

● 滝沢外務大臣政務官のアルジェリア訪問 

２５日、当地を訪問した滝沢政務官はラマムラ外務・国際協力大臣を表敬し

た。同会談終了後の記者会見において、滝沢政務官は、アルジェリアと日本は、

２０１７年が両国の外交関係樹立５５周年となるとしつつ、二国間関係の更な

る強化に努める旨述べた。更に同政務官は、２０１７年２月にラマムラ外務・

国際協力大臣が日本を実務訪問するよう招請した旨、また、同訪問において様々

な分野、特に経済、政治及び治安分野が議論される旨述べた。加えて、ババ・

アミ財務大臣にも表敬し、二国間の経済関係について議論した。 



＜アルジェリア要人の外国訪問＞ 

日付 国 氏名・肩書き 目的 

１２月２日 中国 ウルドゥ・ケリファ国民

議会議長 

張徳江・全人代常務

委員長、趙鵬・江蘇

省人民代表大会常

務委員会副主任と

会談等 

１２月７日 チュニジア ハメル警察庁長官 第４０回アラブ警

察庁長官委員会に

出席 

１２月１０日 エチオピア ラービヒ外務次官 第４回韓国・アフリ

カフォーラムに出

席 

１２月１２日 イギリス メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣 

第７回英・アルジェ

リア戦略対話に出

席 

１２月１２日 スイス ブシュアレブ産業・鉱業

大臣 

イネイシェン・フレ

イシュ国務大臣と

会談等 

１２月２１日 中国 ハメル警察庁長官 中国安全科学大学

を訪問、劉京・中国

公安部副部長と会

談 

１２月２２日 スペイン メサヘル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣 

第１回スペイン・ア

ルジェリア治安戦

略対話に出席 

 

＜外国要人のアルジェリア訪問＞ 

日付 国 氏名・肩書き 目的 

１２月３日 マリ タル情報通信大臣 フェラウン郵便・情

報通信技術大臣と

会談等 

１２月４日 エチオピア ゲブレイスス首相特使 セラル首相と会談

等 

１２月４日 国連 李勇・国連工業開発機関

(ＵＮＩＤＯ)事務局長 

ブ シ ュ ア レ ブ 産

業・鉱業大臣と会談



等 

１２月６日 ベルギー ミシェル首相、フランケ

ン難民・移民担当閣外大

臣 

ブーテフリカ大統

領、セラル首相、ベ

ドゥイ内務・地方自

治大臣と会談等 

１２月７日 ＥＵ ウエストコット北アフ

リカ局長 

ラマムラ外務・国際

協力大臣との会談

等 

１２月９日 ザンビア ルビンダ法務大臣兼大

統領特使 

セラル首相との会

談等 

１２月１１日 ＩＴＵ 趙厚麟・国際電気通信連

合（ＩＴＵ）事務総局長 

セラル首相、フェラ

ウン郵便・情報通信

技術大臣との会談

等 

１２月１２日 フランス モンテブール元経済大

臣 

ラマムラ外務・国際

協力大臣と会談等 

１２月１３日 ナイジェリア オシンバジョ副大統領 ブーテフリカ大統

領、セラル首相と会

談等 

１２月１５日 チュニジア エセブシ大統領 ブーテフリカ大統

領と会談等 

１２月１６日 チャド マハマト外務・アフリカ

統合大臣 

セラル首相、ラマム

ラ外務・国際協力大

臣と会談等 

１２月１６日 アンゴラ チコティ外務大臣 アフリカ和平・治安

セミナーに出席 

１２月１６日 エチオピア ゼメネ外務大臣 アフリカ和平・治安

セミナーに出席 

１２月１８日 クウェート ナーセル首相府大臣 ブーテフリカ大統

領と会談等 

１２月１８日 リビア ハフタル・リビア国軍元

帥 

セラル首相、メサヘ

ル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣

と会談等 

１２月１８日 モーリタニア ムバレク外務大臣 メサヘル・マグレ

ブ・ＡＵ・アラブ連



盟大臣と会談等 

１２月１９日 インドネシア ウスマン憲法評議会副

議長 

メデルシ憲法評議

会議長と会談等 

１２月２０日 モーリタニア ウルド・ハデミン首相 第１８回アルジェ

リア・モーリタニア

合同委員会に出席 

１２月２１日 サウジアラビ

ア 

トルキー・Ｍ・ファハ

ド・アブドルアジーズ王

子 

ブーテフリカ大統

領と会談 

１２月２４日 リビア シラージュ国民統一政

府首相 

セラル首相、メサヘ

ル・マグレブ・Ａ

Ｕ・アラブ連盟大臣

と会談 

１２月２５日 日本 滝沢外務大臣政務官 ラマムラ外務・国際

協力大臣、ババ・ア

ミ財務大臣と会談

等 

（了） 


