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1. アフリカ市場の可能性 
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1-1. 人口増加と中間層人口の拡大 

13.7億 14.0億 14.1億 13.4億 

13.1億 13.8億 15.2億 17.5億 

6.3億 6.6億 7.2億 7.9億 

6.3億 6.6億 7.2億 7.8億 

11.8億 13.4億 
16.7億 

24.7億 

アフリカ 

東南アジア 

中南米 

インド 

中国 

2015 2020 2030 2050 

出所：World Population Prospects(United Nations) 

2050年には世界の4人に1人がアフリカ人に！ 
# 特に中間層人口の拡大が顕著で2030年には5.5億人にのぼる見込み 
             ※１日の消費額が4～20ドルを中間層とする場合（出所：アフリカ開発銀行） 

73.4億 77.5億 85億 97.2億 世界人口 
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1-2. 今後も続くアフリカの成長 
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出所：World Economic Outlook (International Monetary Fund) 

世界平均を上回る水準で安定的に成長する見通し 
# 今後2017年にかけて、南アフリカは中国と、チュニジアはタイと 
 同程度の1人あたりGDP水準に達するとの見通し 

世界各地域におけるGDP成長率の推移・見通し 
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2. ルワンダのこれまでとこれから 



6 

2-1. ルワンダの経済発展の歴史と今後の可能性 
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出所：World Economic Outlook (International Monetary Fund) 

(USD) (%) 

1人当たり名目GDP(USD) 

1994年 
ルワンダ虐殺発生 

2000年 
Vision2020策定 

年平均8%の成長率 

2010年には 
GDPが虐殺前の2倍 

今後も続くと予測される 
高い成長率とGDPの伸び 

虐殺から奇跡的な復興を遂げ、今後も更なる成長が見込めるルワンダ 
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2-2. ルワンダが目指すところ 

アフリカのビジネスハブを目指して 

∗ ビジネス環境の整備 
  世界銀行発表によるビジネスのしやすい国 

  ランキングにて、ルワンダは 

   - アフリカ全体で第3位 

   - 東アフリカで第1位 

  世界的にみると、2008年の150位から2015年の 

  46位と大幅に上昇 

∗ ルワンダ航空の路線拡充 
  アフリカ14ヶ国、17都市へ就航 

∗ イノベーションファンドの設立 
  アフリカでのICT及び関連事業拡大を目的として 

  設立。ルワンダ政府、民間インベター、投資 

  マネージャーらが出資。ルワンダに拠点を置き、 

  東アフリカ全域を対象とする。 

まずは  、そこから  を！！ 

環境は着々と整いつつあるルワンダ。 
今後は民間セクター主導の発展へ！！ 
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2-3. IT立国に向けた取り組み 

2009年～ 
光ファイバー網整備プロジェクト 
 - 現時点で民間通信事業体が設置したものを含めて5,000kmを超える 
 - これを国土1km2 あたりに換算すると179mとなり、インドの198mに匹敵 
  ※タンザニア15m、ウガンダ12m（2011年時） 

2008年～ 
One Laptop per Child（子供一人に一つのノートパソコン） 
 - 2012年末時点で、217の小学校に210,000のラップトップを支給済 

2012年～ 
アフリカ初のカーネギーメロン大学誘致 
 - 情報技術、電気・コンピュータエンジニアリングの修士課程 
 - 2015年時点で、2期生計43名が修士号を取得 

2014年～ 
4GLTEサービス稼働開始 
 - ルワンダ政府と韓国テレコムの合弁会社により管理運営 
 - 2017年までに人口カバー率95%のサービス提供を目指す 

2014年～ 
電子政府化プロジェクト開始 
 - ルワンダ政府と民間での官民合弁会社の設立 
 - まずは最初の3年で国民やビジネスに対する100の 
   公的サービスの電子化を実施予定 



9 

2-4. ルワンダICT業界の構造（民間セクター） 

Rwanda Private Sector Federation 
（ルワンダ経済団体連合会） 
民間企業のビジネス促進を目的として立ち上げられた団体。 
現在、ICT、農業、金融など10の独立した団体が存在する。 

ICT Chamber（ICT商工会議所） 
上記PSFに属する団体の一つ。 
対国内外問わず、ICT企業のビジネス促進のための活動を行っている。 あ 

ICT企業 
ソフトウェア開発、通信/インターネット、 
モバイルテクノロジー関連、ネットワーク、 

セキュリティー、デジタルメディア、等 

kLab 
フリーエンジニアや新卒者、起業したい若者達が集まるフリー
スペース。ここで知り合った仲間同士で起業する人も多い。 

think 
通信会社が支援するインキュベーションオフィス。15,000USD
を出資して10%の株式を取得する、６ヶ月のインキュベーション
プログラムを実施。 

Office 
Co-workingスペース。エンジェル投資家からの出資プログラムや、
様々な企業と合同でスタートアップ企業支援プログラムを実施。 

ここ数年でスタートアップ支援プログラムも充実し、IT関連企業 
も増えてきたが、未だ小規模の会社が多く、グローバルに展開し 
ている企業もまだまだ少ないのが現状。 

※その他特筆すべき団体 
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2-5. ルワンダICT企業紹介 

各企業のCompany Profileを別途準備していますのでそちらをご覧ください。 
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3. 日本とのICTビジネス促進を目指して 
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3-1. 日本-ルワンダICTビジネス促進策 

日本とのICTビジネス促進のため、下記の取り組みを実施します。 

３ 即戦力人材育成トレーニング 

１ 日本企業ルワンダ法人設立支援 

２ オフショア開発拡大 

ルワンダに進出するICT関連企業を支援します 

日本企業のためのオフショア開発を拡大します 

日本企業の戦力となれるICT人材の育成を行います 
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ICT関連企業 A社 

窓口 
African Gate Lab 

A社 ルワンダ法人 

3-2. 日本企業ルワンダ法人設立支援 

ルワンダに法人を設立し、ルワンダ人スタッフの雇用を創出するICT関連企業に
対して、以下のルワンダ法人設立支援策を実施します。 

ラボマネージャー 

日本人 ルワンダ人 

③税金の免除 

＊7年間の法人税(通常30%)の 
 免除または15%に減税。 
 （ルワンダ政府と詳細条件交渉中） 

①African Gate Labの立ち上げ 

＊ ルワンダ法人設立サポート 
＊ 日本企業渡航 / 生活サポート 
＊ ルワンダ人採用サポート 
＊ ルワンダ政府との各種交渉 
＊ アフリカ諸国進出支援 等  

※African Gate Lab に所属するエンジニアは、 
 フリーエンジニアとしてすでに経験がある人、 
 情報系の大学、大学院を卒業した新卒の人が対象。 

A社専属メンバー 

サポート 

②半年間の無料トライアル期間 

＊ ルワンダ人スタッフへの給与無料 
  - 半年間はルワンダ政府より給料の補てん（交渉中） 

  - スタッフの選考は事前にオンラインにて実施 

  - トライアル終了後に正式雇用者の決定 

＊ ワークスペースの無料利用（インフラ設備完備） 
  - トライアル終了後は低価格にてオフィス貸出 

法人設立 

サポート 
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3-3. 日本企業ルワンダ法人設立前後の流れ 

ルワンダ法人設立準備、その後の事業拡大イメージは下記のようになります。 

ステップ0 

準備段階 

事業 
立ち上げ 

ステップ1 
ルワンダ内 

定着 

ステップ2 

アフリカ他国 
展開 

ステップ3 

＊ルワンダ法人稼働開始 
＊ルワンダ人スタッフ正規雇用 
＊ルワンダ国内事業拡大 
 (ルワンダ人スタッフ追加雇用) 

＊ルワンダ人スタッフトライアル雇用 
＊サービス / プロダクト開発開始 
＊ルワンダ法人設立準備 

＊ルワンダ進出企業決定 
＊ルワンダ人スタッフ面接 
＊ルワンダ進出準備 

ルワンダ法人設立 トライアル開始 

～6ヶ月後 
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Wired In 

3-4. オフショア開発拡大 

現在すでに日本企業とのオフショア開発の実績がある現地企業を中心として、
日本向けのオフショア開発事業を拡大します。 

日本企業 

2011年以降、日本企業向けの 
オフショア開発案件を約10件程度実施 

＊業務に対して真面目で粘り強い姿勢 
＊積極的で高いコミュニケーション能力 
＊日本人と親和性の高い国民性 

②エンジニアの拡充 

＊日本企業やJETROからの出資を得て 
 新たにエンジニアを拡充。 
＊現在日本留学中のルワンダ人エンジニアが 
 ルワンダ帰国後に当社に合流予定。 

①日本企業によるサポート 

該当ルワンダ企業(Wired In)との 
オフショア開発の経験のある日本企業が 
全面的にバックアップ。 

サポート 
サポート 

オフショア開発依頼 

日本留学中の 
ルワンダ人エンジニア 

帰国後に合流 
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神戸情報大学院大学 

3-5. 即戦力人材育成トレーニング 

日本企業のルワンダ法人設立、日本向けオフショア拡大に対して高度なICT人材
を輩出するために、即戦力人材育成トレーニングを実施します。 

KIC Kigali Training 

オフショア実施 
日本企業 

マネージャー / 講師陣 

講師陣の派遣 

ルワンダ法人設立 
日本企業 

Wired In 

African Gate Lab 

人材の輩出 

マネージャー 

CEO 

フィードバック 

フィードバック 

人材育成内容 
リクエスト /  

フィードバック 

フィードバック 

※日本企業からのフィードバックを 
 トレーニングに反映することで 
 即戦力となる人材の輩出に 
 つなげます。 
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3-6. トレーニングプログラム 

トレーニングプログラムの詳細については現在検討中ですが、各企業、各人に
合わせた柔軟なトレーニングを提供する予定です。 

基本クラス 

カスタマイズクラス 

プロジェクトマネジメント 

ソフトウェア設計 

プログラミング 

データベース 

企業の要望する知識とスキル 

システム構築実習 

※当トレーニング開始後は、原則としてこのトレーニングプログラムを終了することが 
 日本企業のパートナー人材となる前提となります。 

※学問としての情報処理技術だけではなく、 
 製品レベルでのスキルを身に付ける 

※各企業ごとに必要とされるスキルを 
 身に付けて即戦力となる 
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お問い合わせ先 

ルワンダICT商工会議所 

 担当：坂田 智佳 

 連絡先：chika@ict.rw 
         management@ict.rw 


