
途上国揺るがす債務危機～問われるガバナンスと中国の責務

効果が疑問視されるDSSI

 G20財務大臣・中央銀行総裁会
議は、債務支払猶予イニシアティ
ブ（DSSI）の期限を2021年６月
に延長することに合意したが、そ
の効果は限定的との懸念もある。
主要債権国の中国や民間債権者の
コミットメントが不透明であるこ
とが、大きな原因の一つだ。それ
と同時に、そもそも債務猶予・免
除がその場しのぎにすぎず、根本
的な問題の解決になっていないこ
とも指摘されている。
 今回の債務危機は、昨日今日で
突然発生したものではない。サブ
サハラ・アフリカ地域を中心に開
発途上国の対外債務は以前から膨
れ上がっていた。その“根”の一
つは、慶應義塾大学の白井さゆり
教授（18～19ページにインタビ
ュー掲載）が指摘するように、ガ
バナンス能力の低さだ。そうした
中で、コロナ対策のロックダウン
や国境封鎖に伴うサプライチェー
ンの破壊、観光業の停滞、失業者
の増加などを受けて各地の経済は
低迷し、税収が落ち込む一方、保
健医療や国民生活保護政策への支
出が急増して、財政が悪化し、債
務危機につながったのだ。このた
め、途上国の経済・財政基盤の脆
弱さもまた、債務危機の根本的な
問題の一つと言える。
 中でも、債務危機に瀕している

アフリカ諸国の多くは、石油など
の天然資源の輸出に依存した経済
構造を有している。例えば、アフ
リカ有数の産油国で地域の経済大
国でもあるナイジェリアでは外貨
の主な獲得源である原油の世界的
な価格暴落の影響を受け、2020
年度第２四半期の国民総生産
（GDP）は前年に比べて6.1％落
ち込んだ。これは、同国にとって
ここ30年で最大の下落幅だ。コ
ロナ禍に対応するための支出も同
時に膨らみ、５月５日、同国は国
際通貨基金（IMF）から約34億
ドルの緊急融資を受け、さらなる
債務を抱える事態となっている。
　さらに人・モノの移動が制限さ
れる中、サブサハラ諸国は域外貿
易への依存度が高い傾向があり、
域内のサプライチェーンや市場ネ
ットワークも脆弱なため、経済・
歳入へのダメージは甚大であった。
域内貿易活性化のため、アフリカ
大陸自由貿易圏（AfCFTA）の
実現が期待されていたが、これも
コロナ禍の波をかぶってしまった。
すでにガーナに事務局が設置され、
20年７月に運用開始が予定され
ていたが、21年１月以降に延期
された。
 また、もともと貧困のボーダー
ラインにいた層やインフォーマル
セクターに従事していた人々の生
活がコロナ禍を受けてさらに悪化
している。経済格差が拡大してい

ることも社会不安を増大させ、景
気の押し下げ要因になっている。
実際にロックダウンによるバリュ
ーチェーンの混乱や原油価格の下
落に伴う通貨安などが影響し、食
料品などが値上がりしているナイ
ジェリアでは10月24日に群衆に
よる食糧庫の襲撃などが報道され
ている。世界ではコロナ禍により
新たに１億人が一日1.9ドル以下
の生活に押し戻されてしまうとの
推計もある。

アジアは送金減少が税収に影響

 その一方、アジア大洋州地域に
おける債務問題は現時点でアフリ
カほど深刻化していない。コロナ
前から財政赤字は比較的小さく、
感染拡大も何とか抑え込んでいる
国が多いからだ。域内GDPにお
いても、2020年度の成長率はマ
イナス0.7％と、58年ぶりのマイ
ナス成長になるとアジア開発銀行
（ADB）は予想している。だが、
地域のサプライチェーンをはじめ
市場全体に大きな影響を与える中
国経済はすでに回復傾向にある。
それに引っ張られる格好で21年
の域内GDPも6.8％の成長を遂げ
ると予測されている。
 しかし、世界的なコロナ禍の収
束の目途が立たない中、楽観視は
できない。それに、DSSI対象国
の中には全体の３割程度とはいえ、
アジア大洋州地域の国も含まれて

いる。対象となっている国はアフ
ガニスタンやネパールなどの南ア
ジア諸国、そしてトンガやサモア
など、大洋州の島嶼国が目立つ。
こうした国はコロナ禍で財政収支
が悪化している。
 財政が悪化した一因は、海外に
いる出稼ぎ労働者や移住者からの
送金の停滞だ。コロナ禍により、
今年の地域全体の送金額は10～
20％減少すると言われている。
特に大洋州島嶼国や中央アジアで
は出稼ぎ労働者や移住者からの送
金を生活の糧としている人々も多
く、こうした人々の収入減少が国
の税収に与える影響は大きい。
 ただ出稼ぎ労働者を受け入れて
いる国の市場再開やロックダウン
の解除に伴い、送金額は額面上、
20年６～７月以降、緩やかな回
復が見られているという。しかし、
この傾向についてADBの吉川愛
子エコノミストは、「ロックダウ
ンの解除で今まで送金できなかっ
た分を銀行窓口などでまとめたり、
自身の貯金を切り崩したりして送
金している場合もある。また移住
先の国からの資金手当てを送金に
充てるなど、さまざまな可能性が
考えられる」と分析する。コロナ
禍で深刻なダメージを受けた途上
国の家庭が、海外にいる親類や出
稼ぎ者に対して、これまで以上の
送金を求めることも考えられ、結
果として送金流入額が増えるとい
うシナリオもあり得る。しかし
「こうした送金は一時的である可
能性があり、継続的な送金が可能
な状況にあるかはまだ不透明だ」
とも述べている。今後の新たな出

稼ぎ、移住の
動きについて
も、出稼ぎ先
の政策や市場
の状態による
ところが多く、
こちらも不透
明感は強い。
中長期的な家
計へのダメージの可能性も吉川氏
は指摘する。

域内自由貿易圏の設立にも期待

 足元の債務危機、そして将来的
な債務の増大を回避するためのカ
ギはやはり経済復興だ。すでに各
国は、自らのポテンシャルを生か
した経済復興に取り組みつつある。
その一つが、フィンテックやアグ
リテックなど、デジタル技術の活
用による資源依存からの脱却と産
業の多角化への取り組みだ。例え
ばナイジェリアの投資促進委員会
（NIPC）のイェワンデ・サディ
ク長官は、９月末に国連工業開発
機関（UNIDO）が主催したオン
ラインの投資セミナーの後、本誌
の取材に応じ、「豊かな農地やデ
ジタル技術に積極的な若者層など、
石油以外にも成長の“資源”があ
る」と、同国の産業多角化の推進
をアピールした。実際、コロナ禍
で同国の経済は全体では落ち込ん
だが、農業セクターで1.6％、通
信セクターでは15.1％と、プラ
ス成長したセクターもある。特に
金融はフィンテックの導入もあり、
18.5％の伸びを見せているとい
う。
 また、スタートでつまづいた前

述のアフリカ大陸自由貿易圏
（AfCFTA）について同長官は、
「域内の経済復興とサプライチェ
ーンの強靭化に貢献するだろう」
と今後の将来性に期待を示した。
アジア大洋州地域でもデジタル化
が送金システムのレジリエンスを
高めると期待される。「送金を安
全かつ効率的に行えるよう、ブロ
ックチェーンなど最新技術を活用
したデジタル技術の開発や実践が
進められている」と吉川氏は語る。
  日本としても、こうしたポテン
シャルを糧とした「ビルド・バッ
ク・ベター（より良い復興）」へ
の協力を推進していくことが重要
だろう。そうした中では、アフリ
カやアジアのデジタル化の後押し
に加えて、デジタルが活用できる
人とできない人の間で生まれる新
たな格差（デジタル・デバイド）
への対応やデジタルリテラシーの
向上、サイバーセキュリティーの
技術指導など、デジタル化に伴い
生まれるニーズにも対処すること
が求められるだろう。それぞれの
国での経済状況や債務問題の構造
は異なるため、ミクロな視点でそ
れぞれの状況を分析し、協力のあ
り方を模索する必要がある。

（本誌編集部・木村 夏）
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