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Contemporary Niger ian Po l i t i c s : 

Competition in a Time of Transition and 

Terror 

LE VAN, Carl
（Associate Professor, American University）

The seminar focused on how the Nigerian 

citizens voted out the ruling party in the 

2015 Presidential Election—a feat that is 

a first in Nigerian democratic history, 

based on survey data as well as Professor 

LeVanʼs own fieldwork across ten states in 

Nigeria, all of which is compiled within 

his upcoming book, titled ʻContemporary 

Nigerian Politics: Competition in a Time 

of Transition and Terrorʼ.

Professor LeVan opened the seminar with 

a brief but fascinating overview about 

Nigeria, the most populous country in 

Africa as well as home to 5% of the worldʼs 

language—making it arguably one of the 

most diverse country in the world. He also 

briefly mentions Nigeriaʼs oil economy and 

how these background characteristics may 

affect the politics of the country.

Professor LeVan then traces the political 

vulnerability of PDP, Nigeriaʼs ruling 

party during the 2015 Presidential 

Election in the face of elite bargains that 

facilitated a democratic transition in 1999. 
The pacts are made of several prongs, 

namely the partyʼs support towards a 

Presidential candidate of Yoruba ethnicity 

as a way to pay off past debts towards 

Yoruba people, an informal rotation of 

power divided along the geographical 

zoning of the Northern and Southern 

regions of Nigeria and ʻcoup-proofingʼ for 

the military officials. These 'pacts' enabled 

electoral competition but ultimately 

undermined the party's coherence in the 

long run.

Professor LeVan also crucially examines 

the four critical barriers to Nigeria's 

democratic consolidation: the terrorism of 

Boko Haram in the northeast, threats of 

Igbo secession in the southeast, lingering 

ethnic resentments and rebellions in the 

Niger Delta, and farmer-pastoralist 

conflicts. Despite the assumption that the 

issue of terrorism and security would be 

salient in swinging the electoral outcomes, 

Professor LeVanʼs findings showed that 

promises of economic growth and electoral 

integrity was considered more important 

by the voters. While the PDP built its 

campaign platform on negative campaign 

and fearmongering about the opposition's 

ability to stop Boko Haram's terrorism, 

the opposition built a winning electoral 

coalition on economic growth, anti-

corruption, and electoral integrity—all 

without major violence or military coup.

Professor LeVan concluded the lecture by 

offering his thoughts and prognosis on the 

upcoming Nigerian Presidential Election, 

which is to be held in February 2019.
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第 2回（2018 年 12 月 11 日）

中国の一帯一路構想とアフリカ

白戸　圭一
（立命館大学国際関係学部教授）

　21 世紀に入り、アフリカ開発における新
しいドナーとして中国が登場した。中国の
「アフリカ進出」は 2000 年代初頭から漸次
的に深化しており、中国はいまやアフリカ
開発の “ 主役の座 “ にあると言っても過言
ではなく、中国の開発への関与の仕方がア
フリカ諸国に与える影響の分析が急務に
なっている。
　そこで本報告では、現時点で判明してい
るいくつかの事実や調査結果を基に中国・
アフリカ関係の特質を明らかにし、そのう
えで中国が進める「一帯一路」構想が今後、
アフリカ諸国にどのような影響を与えるか
について考察した。
　最初に今世紀のアフリカの経済成長が、
資源価格高騰に牽引されたものであったこ
とを説明し、アフリカ諸国では農業生産性
向上と製造業振興が切望されている点を指
摘した。
　次に、中国とアフリカ諸国の関係の深化
について、中国・アフリカ間の貿易、中国
によるアフリカ向け投資・融資の観点等か
ら考察した。貿易においては中国は今や輸
出入両面でアフリカにとって最大のパート
ナーになっており、投融資分野においても
欧米ドナーと並ぶメインプレイヤーの一つ
となっている。さらには、近年の中国の対
アフリカ投資は単なる資源開発を目的とし
たものではなく、アフリカ側の工業化・農
業近代化のニーズに応えようとしている面
も見られることを指摘した。
　また、とりわけアフリカにおけるインフ

ラ開発では、中国が国別で最大の資金供給
国となっている点に着目する一方、融資先
の債務返済能力を超えた過剰融資によって、
中国を債権国とする新たな累積債務問題の
発生が懸念されるとの見解を示した。
　以上の報告を踏まえ、結論として以下の
6 点を提示し、ディスカッサントの本学の
中川涼司教授、廣野美和准教授のコメント
を基に議論と質疑応答を実施した。
1． 中国政府は近年、アフリカを単なる自国
製品の輸出市場や資源調達先として捉え
ているのではない、と思われる。

2． 中国政府は投融資を通じてアフリカ開発
に注力し、アフリカ経済の底上げと産業
構造の多角化（工業化の進展・農業近代
化等）を支援していると考えられる。

3． 近年の中国のアフリカ開発は、アフリカ
諸国の要求に概ね沿ったものであると考
えられる。

4． ただし、支援供与先の債務返済能力を超
えた過剰融資の問題が顕在化しつつあ
り、アフリカにおける新たな累積債務問
題の発生が懸念され始めている。

5． 対中過剰債務に起因する新たな累積債務
問題は、債務国側に負の影響を与えるの
みならず、中国の一帯一路構想の推進そ
のものを阻害する可能性がある。

6． 現状において、アフリカ諸国における対
中感情は、西側メディア等によって伝え
られているほど悪化しているとは考えに
くく、むしろ肯定的評価が下されている
と言えるが、債務問題等の行方によって
は負の方向に変化していく可能性がある
だろう。
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