
（注）本月報は，主に現地紙における報道を当館限りで日本語で

まとめたものです。記事の中の客観事実は，日本政府や現地政

府の公式見解と異なる場合がありますが，当館では文責は負い

かねますのでご了承ください。 
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コモロ連合月報（２０１６年２月） 

主な出来事 

【内政】 

・大統領予備選・各島知事選挙第一回投票への AU 選挙監視団団長に元チュニジア大統領が任命(7

日) 

・大統領予備選・各島知事選挙第一回投票の実施(21 日)及び暫定結果の発表(24 日) 

【外政】 

・イキリル大統領の AU 総会出席(1 月 30,31 日) 

・SADC 加盟に向けた技術調査ミッションのモハメド外務大臣表敬(8 日) 

・細谷大使のイキリル大統領表敬(18 日) 

【経済・経済協力】 

・コモロ中央銀行 2016 年第一回総会の開催(17 日) 

 
【内政】 

・ 2016 年大統領選挙 

 1 日、Youssouf Idjihadi 国軍参謀本部長は、AU 事務所長の出席の下、次期選挙への各候補者を集

め、選挙実施の安全な実施を約束すると共に、平和裡な選挙の実施への各候補者の協力を呼びかけ

た。(2 日付 Al-Watwan) 

 

・ 悪天候による国内の被害 

  週末首都モロニを含む地域を襲った悪天候の影響で、一部情報によれば約 20 家族が家屋浸水によ

り避難を余儀なくされている。(3 日付 Al-Watwan) 

 

・選挙キャンペーン:教育 

 現在展開中の選挙キャンペーンでは教育が主要テーマの一つとなっている模様であり、1 月 30 日に

(グランドコモロ島の)施設修復委員会が、先週末の悪天候の被害を受けたモロニ市内の高校で集会を

開いた際、多くの候補者が集まった。しかしながらこれら候補者の行動は限定的で日和見主義的なも

のである。(4 日付 Al-Watwan) 

 

・ 選挙キャンペーン: アンジュアン島 

 選挙キャンペーン開始から 15 日が経ったが、アンジュアン島では Anissi Chamsidine 前島知事を除い

ては選挙活動が行われていない。候補者の予算不足が背景にあると考えられ、キャンペーン最後の 1

週間のみ実施する候補者もいるようである。(5 日付 Al-Watwan) 

 

・ 大統領予備選挙: AU 選挙監視団長の任命 

 21 日に実施される大統領予備選及び各島知事選挙第一回投票に関し、マルズーキ（Mohamed 

Moncef Marzouki）元チュニジア大統領が AU 選挙監視団の団長に任命された。同任命は 7 日、AU よ

り在エチオピア・コモロ大使館への口上書により通報があったもの。コモロに到着した同監視団長は、

「選挙準備プロセス等特段の問題もなく行われている」との第一印象を述べた。(8、21 日付 Al-

Watwan) 

 

・各島知事選挙: 選挙委員会への批判 

 グランドコモロ島において、同党知事選への立候補らが独立各島選挙委員会(CEII)の選挙準備に不

正があるとして、特に同会長及び副会長の不正を訴えている。同候補者やその支持者らは 6 日、CEII

事務所に詰めかけ、各投票所担当者のリストを開示するよう求めた。(9 日付 Al-Watwan) 

 

・選挙人カードの配布 
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 昨年 9 月 25 日から 10 月 16 日に行われた選挙人リスト作成のための国勢調査に基づき、25,000 枚

以上の選挙人カードが発行され、遅くとも来週末までには配布が開始される。(9 日付 Al-Watwan) 

 

・各島知事選挙:モヘリ島 

  モヘリ島知事選挙(現職は Mohamed Ali Said)について、9 人のモヘリ島知事候補は選挙キャンペー

ンのラストスパートをかけている。この内 Aboubakar 候補は 9 日に開催した政治集会に島内各地から

1，000 名規模の女性を集め，その動員能力をアピールした。(11 日付 Al-Watwan) 

 

・コモロ大学の学業終了証書授与 

 2003 年に開学してから初となるコモロ大学の学業終了証書授与がついに行われることとなった。対象

者は 2005 年から 2016 年の間の同学卒業生延べ 18,000 名。(11 日付 Al-Watwan) 

 

・投票のボイコットの動き 

 10 日、複数の大統領候補が連名で CENI 委員長宛書簡を発出し、政府与党の不正を糾弾するととも

に、これら候補者が要求する条件が揃わなければ 21 日の予備選をボイコットすると宣言した。(16 日

付 Al-Watwan) 

 

・国防省官房長の交代 

 15 日、2012 年に着任したハマダ・マディ・ボレロ国防省官房長が離任し、事務引継ぎが行われた。(16

日付 Al-Watwan) 

 

・世界児童の裁判権保護ランキング 

 子供の権利情報ネットワーク(CRIN)により 2015 年 11 月までに行われた児童の裁判権保護ランキン

グにおいて、コモロは 197 国・地域中 156 位となった。(17 日付 Al-Watwan) 

 

・大統領予備選・各島知事選第一回投票:COI の監視団による評価 

  インド洋委員会(COI)からの選挙監視団は、Irfan Rahman 選挙委員(モーリシャス、団長)及び、同じく

監視団に参加したドゥレストラック COI 事務局長は，各々予備選・第一回投票は問題なく実施されたと

評価した。(22 日付 Al-Watwan) 

 

・大統領予備選:CENI による暫定結果の公表 

24 日未明、独立国家選挙委員会(CENI)は 21 日に行われた大統領予備選挙の暫定結果を発表した。

これによれば、モハメド・アリ・ソイリヒ(財政担当副大統領、17,61%)、ムイニ・バラカ・サイード・ソイリヒ

(グランドコモロ島知事 15,09%)、アザリ(元大統領,14,96%)の 3 候補者が本選へ進むこととなった。選挙

人登録者数 158,645 人、投票者総数 118,057 人、この内有効投票数は 110,947 票で投票率は 74,42%

となった。(24 日付 Al-Watwan) 

 

・大統領予備選・各島知事選第一回投票: 内務大臣代理による評価 

  23 日、Mohamed Abbas Elhad 法務大臣(内務大臣代理)は選挙キャンペーン及び投票の実施に関す

る評価を発表した。同大臣は、選挙キャンペーンが平穏に実施され、投票も平和裡に行われた、投票

用の物品も良い状態で配布され、また大規模な選挙監視団の参加があったと評価した。(24 日付 Al-

Watwan) 

 

・大統領予備選:選挙監視団による報告 

 23 日、アラブ連盟及び AU の選挙監視団はそれぞれ記者会見を開き、21 日の投票に関する選挙監

視報告を行った。アラブ連盟は、政府に対する選挙関連法の見直しの検討を、AU は CENI の自立性

の強化を呼びかけた。また、コモロ市民社会団体連合(FESOSC)は全 723 投票所の内 658 投票所を

訪れ、活動範囲は 89,90%となった旨報告した。(24、26 日付 Al-Watwan) 

 

・大統領予備選:暫定結果への不服申し立て 
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 24 日に CENI により公表された暫定結果に対し、19 名の大統領候補が内務省の発表と矛盾するとし

て投票用紙の再集計を求めている。(26 日付 Al-Watwan) 

 

【外政】 

・イキリル大統領の AU 総会出席 

  1 月 30、31 日、イキリル大統領はアディスアベバで開催された第 26 回 AU 総会に出席した。現職と

して最後の出席となる同会合において大統領は、加盟各国に対し、その絶え間ない支援、特に最近で

は輪番制に則った大統領選挙実施を促すべくキクウェテ特使(元タンザニア大統領)がコモロに派遣さ

れた点に感謝すると述べた。(2 日付 Al-Watwan) 

 

・ コモロの SADC 加盟 

 南部アフリカ開発共同体(SADC)加盟に関し、7 日よりコモロを訪問していた SADC 技術ミッションは 8

日、モハメド外務大臣を表敬した。Teodoso Uate 法律顧問の率いる同ミッションは、国内の経済、民主

主義、人権、グッドガバナンス等各分野につき調査を行い、SADC 事務局長に報告書を提出、3 月に

予定されている閣僚級会合にて事務局長より(加盟について)推薦がなされる予定。(9 日付 Al-

Watwan) 

 

・マリ、コートジボワール両国新大使の信任状捧呈 

 16 日、Mahamane Aoudou Cisse 新マリ大使及び Amos Koffi Djadan 新コートジボワール大使(何れも

駐南ア)がイキリル大統領へ信任状を捧呈した。(17 日付 Al-Watwan) 

 

・細谷大使のイキリル大統領表敬 

 18 日、コモロ訪問中の細谷龍平日本大使は離任挨拶のためイキリル大統領を表敬した。大統領は日

本による対コモロ食糧支援や同支援に伴う見返り資金を使用した社会セクターへの支援に謝意を述べ

ると同時に、電力分野での支援を呼びかけたのに対し、細谷大使は地熱発電分野での支援を検討す

ると述べた。(コモロ大統領府ホームページ) 

 

 

【経済・経済協力】 

・電気水道公社(Ma-mwe) 

 政府からの補助金や経営陣の入れ替えにもかかわらず、Ma-mwe はその第一の任務である電気供

給を十分に行えていない。内部報告によれば複数の発電機の不具合が原因であり、実際に Voidjou、

Itsambouni2 つの発電所では正常に稼動している発電機は 1 機のみである。(4 日付 Al-Watwan) 

 

・ コモロ向け偽札製造者の逮捕  

  1 月 15 日、ナイロビにて 500 ユーロ紙幣の偽札計 368 百万ユーロを所持していたとして、カメルーン

及びナイジェリア国籍の 2 名が逮捕されたが、これら偽札はコモロでの流通目的であったと見られてい

る。コモロ中央銀行は 2011 年より、ケニア及びタンザニアにてコモロでの流通を目的とした偽札の製

造が行われているとの警告を発出していた。(5 日付 Al-Watwan) 

 

・コモロ中銀第一回総会 

 17 日、コモロ中央銀行総裁は同銀行関係者を集め、2016 年の第 1 回総会を開き、銀行、財政業務

の改善にかかる協議を行った。(19 日付 Al-Watwan) 

 

 

 

 

 


