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通勤時間は車と人でごったがえす

南ア系スーパーマーケット・ショップライト
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◦ケニアの基礎経済指標
１人当たりGDP
944ドル（2010年予測値）

〔出所　IMF〕

人口
3,651万人（2010年予測値）

〔出所　同上〕

消費者物価（CPI）上昇率
7.8％（2010年予測値）

〔出所　同上〕

外資系（日系）企業事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
400～2,500ドル

◦ナイジェリアの基礎経済指標
１人当たりGDP
2,270ドル（2009年購買力平価）

〔出所　EIU〕

人口
１億4,930万人（2009年）

〔出所　EIU〕

消費者物価（CPI）上昇率
12.0％（2009年）

〔出所　IMF〕

外資系（日系）企業事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
260～1,080ドル
備考：大卒初任給，業種によって大幅に異なる

◦南アフリカ共和国の基礎経済指標
１人当たりGDP
5,635ドル（2009年推計）

〔出所　IMF〕

人口
4,922万人（2010年推計）

〔出所　同上〕

消費者物価（CPI）上昇率
6.2％（2010年１月）

〔出所　Statistics South Africa〕

外資系（日系）企業事務系スタッフ月額給与水準
（賞与・諸手当込み）
1,400～2,700ドル
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世界の暮らしが見える

物価ウオッチング　　 アフリカ編

ナイロビ ラゴス ヨハネスブルク
ナイロビでは乗り合い自動車「マタトゥ」が街を疾走。ラゴスでは新しいファストフードスタンド「マジック・コー
ン」が続々登場。ヨハネスブルクではサッカー・ワールドカップの応援グッズの準備万端。活気あるアフリカの今を
リポートする。



 物価データ� 調査日2010年３月21日　調査日の現地通貨の対円レート：１ケニアシリング＝1.18円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（ケニアシリング） （円換算）
主食（米） １kg 150 177 現地の主食はウガリ（メイズ粉をお湯で練

ったもの）
「ナクマット」ウェストゲート

卵 １パック（６個） 71 84 同上

牛肉 100g 99.5 117 サーロイン ビレッジマーケット

しょうゆ １リットル 1,180 1,392 キッコーマン 陣屋

ハンバーガー １個 310 366 ビッグマック相当（マクドナルドはない） スティアーズ

ミネラルウオーター １リットル 75 89 『キリンゲット』 「ナクマット」ウェストゲート

ビール 330ミリリットル 80 94 『タスカー』 「ナクマット」ウェストゲート

男性用スーツ 中級品１着 ４万9,950 ５万8,941 「サー・ヘンリー」ウェスト
ゲート

電気料金 200kWh 3,061.15 3,612 諸税込み ケニア・パワー・アンド・ラ
イトニング（KPLC）

ガソリン レギュラー１リットル 83.99 99 「オイルリビア（OiLibya）」ウ
ェストランド

タクシー 昼間５km 700 826 およそ５km 先の目標物に対して，外国人
が交渉する場合

ヒルトンホテル前

携帯電話 基本料金／月 693 818 企業向け請求書払い サファリコム
通話料金／分 50 59 日本向け国際通話の場合

アパート賃貸料 家具付き１カ月 29万5,000 34万8,100 外国人用３LDK ヤヤタワーズ
（居住面積：125㎡）

自動車（新車） １台 429万 506万2,200『RAV ４』マニュアルミッション トヨタ東アフリカ

映画鑑賞 ロードショー１本 450 531 『アリス・イン・ワンダーランド』 「シルバーバード」ジャンクション

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 4,700 5,546 ビジター（キャディー料金別途） ウィンザー・カントリークラブ

ベビーシッター １時間 40 47 家政婦の時給（交通費・食費別途） 市内
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　自家用車の普及で，朝晩の交通渋滞はひどくなる一方
だ。しかも日によって混雑状況が異なり，通勤の所用時
間が読めない。筆者の場合，朝は15分から１時間，夜の
帰宅は20分から１時間半と大きな幅がある。郊外に住む
スタッフは乗り合い自動車を使う。通常１時間ほどの通
勤が，３時間かかることもあるという。
　多くの地元の人にとって通勤の足は，日本製ワンボッ
クスカーの乗り合い自動車「マタトゥ」だ。民営バス会
社も少数あるが，路線の充実，利用しやすさでは，マタ
トゥに軍配が挙がる。公共交通機関と呼べるものがない
アフリカでは，乗り合いワンボックスカーが「アフリカ
標準」の乗り物だ。路線は複雑で，渋滞状況によって通
る道が変わる。料金も天候や混雑で変わるのだが，日本
の感覚とはちょっと違う。雨が降れば客が減るので値上
げをし，道が渋滞すれば一日の往復回数が減るので値上
げする。客単価を上げて稼ぎを補うのだ。
　マタトゥの運転手も車掌も生活がかかっているから，
一人でも多く，そして早く乗客を乗せて走る。そこには
「お客様第一」や「顧客志向」といった言葉はないに等
しい。運転マナーも期待すべくもない。急な割り込みや
車線変更は日常茶飯事。渋滞にいら立つ運転手は，路肩

を暴走し，車線を逆走する。当然，事故は絶えない。当
地に数カ月もいれば，一度は，事故で大破したマタトゥ
を見ることになる。
　リスクは事故だけに限らない。時には，乗客が犯罪者
に早変わり。乗客・乗員全員が身ぐるみはがされたり，
マタトゥそのものを奪われたりすることもある。筆者が
やむなく何度か利用した時には，運良く何も起こらなか
った。こんなリスクの高い乗り物だけに，まず日本人は
乗らない。日本大使館も利用を避けるよう呼び掛ける。
業務で当地を訪れる出張者は，移動用に信頼できる運転
手と車を借り上げるのが「標準」だ。

（関　隆夫／ナイロビ事務所）

ナイロビ�Nairobi
危険な「庶民の足」

通勤時間帯には「マタトゥ」が路
上にあふれる



 物価データ� 調査日2010年３月11日　調査日の現地通貨の対円レート：１ナイラ＝0.6円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（ナイラ） （円換算）
主食（コメ） １kg 700 420 高級スーパーでは325～1,000ナイラ ローカル・マーケット（ラゴ

ス州バリガ地区），高級スー
パー（ラゴス州ビクトリア・
アイランド地区）

主食（ヤム） １kg 300 180 高級スーパーでは「ヤムパウダー」が330～520ナイラ

主食（ガリ〈キャッサバ〉）１kg 400 240 高級スーパーでは340ナイラ（0.9kg）

卵 １パック（30個） 900 540 高級スーパーでは450ナイラ（12個入），1,070ナイラ（30個入）

牛肉 100g 1,000 600 ローカル・マーケット（ラゴス州バリガ地区）

しょうゆ １リットル 1,000 600 高級スーパーでは600～745ナイラ（700ml） ローカル・マーケット（ラゴス州バリガ地区），高
級スーパー（ラゴス州ビクトリア・アイランド地区）

ハンバーガー １個 700 420 KFC チキンバーガー ラゴス州ラゴス島

ミネラルウオーター 1.5リットル 100 60 『エヴァ・ウォーター（コカ・コーラ社）』 ローカル・マーケット（ラゴス州バリガ地区），高
級スーパー（ラゴス州ビクトリア・アイランド地区）ビール 350ミリリットル 100 60 『スター』，高級スーパーでは110ナイラ

男性用スーツ 中級品１着 １万5,000 9,000 ローカル・マーケット（ラゴス州バログンマーケット）

電気料金 200kWh 1,200 720 ナイジェリア電力持ち株会社（PHCN）

ガソリン レギュラー１リットル 65 39 ナイジェリア石油公社（NNPC）ガ
ソリンスタンド

タクシー 昼間５km 500 300 バイクタクシーは100ナイラ ラゴス州ビクトリア・アイランド地区

携帯電話 基本料金／月 ０ ０ プラン名「MTN Xtra Connect」 MTN（南ア系携帯電話サービ
ス会社）通話料金／分 42 25

アパート賃貸料 家具付き１カ月 80万 48万 外国人用 ラゴス州ビクトリア・アイランド地区
（居住面積：150㎡）

自動車（新車） １台 629万 377万4,000『ホンダ・アコード　2.4ℓ』 グローブ・モーターズ（自動車ディーラー）

映画鑑賞 ロードショー１本 200 120 ローカル映画，高級シネマでは1,500ナイラ／本（『アビエーター』） ラゴス州ビクトリア・アイランド地区

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 5,500 3,300 平日（非メンバー），休日は10,500ナイラ／ラウンド（非メンバー） ラゴス州イコイ地区　イコイ・クラブ

ベビーシッター １カ月 １万 6,000 週５日（月曜日～金曜日） ラゴス州ビクトリア・アイランド地区

　原油価格高騰はナイジェリア国内のカネ回りをよくし，
さまざまなサービス業投資を呼び寄せた。ラゴスでもす
しを提供するレストランが５店舗に増え，ボウリング場
も開設された。
　最近街でよく見かけるのが，「マジック・コーン」。温
めたスイートコーンを小カップに入れて販売する小型簡
易ショップだ。2009年に１号店が開店。チキン味など９
種類の風味パウダーが選択でき，小鍋で混ぜてくれる。
当初１カップ250～300ナイラ（約150～180円）だったが，
今年に入ってから200ナイラ（約120円）に値下げした。
海外駐在員が多く住むビクトリア・アイランド地区やイ
コイ地区のスーパーマーケット，ホテル，家電量販店や
ラゴス国内線ターミナルなど，あちこちに店舗がある。
とはいえ，人だかりになっている所はまだ見掛けたこと
がない。人気新商品になるにはもうしばらく時間がかか
るのかもしれない。そういえば，今やナイジェリアの食
事の代名詞ともなった「インドミ（即席めん）」も，発
売当初は振るわず，無料配布などをして時間とコストを
かけて市場浸透を図ったという。新しもの好きのナイジ
ェリア人（ナイジェリアン）だが，口にするものは健康
に害がないかを気に掛ける。

　ナイジェリアン気質といえ
ば，サッカーの応援にも特徴が
ある。昨年10月，サッカー男子
U17ワールドカップが当地で開催された時のことだ。バ
ックスタンド入場券が500ナイラ（約300円）と低価格だ
ったことも手伝ってスタジアムには観客が押し寄せた。
応援にはナイジェリアン独特のものがあると気付いた。
試合が終わる10分ほど前から，ひいきチームがボールを
持つと「エー」，相手チームにボールが渡ると「ウー」
と皆で大合唱して区別する。その時点での勝ち負けでは
なく，面白いゲーム運びをしたかどうかを評価して応援
するようだ。日本代表はナイジェリアン気質に合うゲー
ム運びをしていなかったようで，予選３試合中，「エ
ー」と応援してもらえたのは残念ながら１試合のみだっ
た。� （志釜　研作／ラゴス事務所長）

ラゴス�Lagos
ナイジェリアン気質いろいろ

サッカー観戦をする人々（左），マジック・
コーンは，客の注文で追加スパイスを入れて
調理する（右）
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 物価データ� 調査日2010年３月１日　調査日の現地通貨の対円レート：１ランド＝11.6円

品　目　名 数　量 販売価格 備　考 調査場所（ランド） （円換算）
主食（メイズ） １kg 4.99 58 エイス・メイズ・ミール ピッカンペイ（Pick ｎ Pay）

卵 １パック（ ６個） 9.99 116 フリーレンジ（放し飼いの鶏の卵） 同上

牛肉 100g 10 116 レギュラー・トップサイド・ビーフ・ミンス スローン・ミート・マーケット

しょうゆ １リットル 94.99 1,102 『キッコーマン』 ピッカンペイ

ハンバーガー １個 17.95 208 『ビッグマック』 マクドナルド

ミネラルウオーター １リットル 21.99 255 『エビアン』 ピッカンペイ

ビール 340ミリリットル 5.99 69 『ウィントフック（Windhoek Lager）』 ピッカンペイ（Wine and Liquor）

男性用スーツ 中級品１着 3,498 ４万577『トレナリー（Trenery）』 ウールワース

電気料金 200kWh 308.11 3,574 月額基本料金（０～500kWh 使用の場合） シティーパワー（Johannesburg）

ガソリン レギュラー１リットル 7.86 91 無鉛93号ガソリン 鉱物エネルギー省

タクシー 昼間５km 45 522 30キロ以下は１キロ当たり９ランド。以降
１キロ当たり7.5ランド

Transi4me

携帯電話 基本料金／月 500 5,800 プラン名「MTN 500」500通話利用可能 MTN
通話料金／分 1.95 23 プリペイド支払方式で１分当たり最低限か

かる通話料金

アパート賃貸料 家具付き１カ月 １万2,000 13万9,200 外国人用 プライベート・プロパティ
（居住面積：73㎡）

自動車（新車） １台 29万9,900 347万8,840『ホンダ・アコード』 オートトレーダー

映画鑑賞 ロードショー１本 48 557 『シャーロック・ホームズ』 スターキナコー

ゴルフ・ラウンドフィー １ラウンド 270 3,132 ゲスト料金 ヨハネスブルク・カントリ
ー・クラブ

ベビーシッター １時間 45 522 ネット上の広告（ガムトリー）で調べた料金 サニングヒル（ヨハネスブルク）

　2010年６月，南アフリカ共和国（以下，南ア）でいよ
いよサッカー・ワールドカップが始まる。特に当地の
人々にとって応援の装いは重要だ。ここぞという大勝負
に臨むに当たって，着る物や小道具に工夫を凝らす。ワ
ールドカップ期間中，各国から一堂に会するファンのた
めにも，さまざまな応援グッズが販売される。その一端
を紹介すれば――。
　小道具の中で何といっても大切なのは，みんなに人気
の「ブーブーゼーラ」（Vuvuzela）。プラスチック製の
長いトランペット状のもので，吹くと耳をつんざくよう
な爆音を響かせ，数キロ先でもその音が聞こえる。もと
もとは南ア国内の試合で使われていたものだが，今や世
界中のファン必携の品だ。値段は75ランドほど（約900
円）と，それほど高くない。吹く力が弱くても音が出る
ように，子供用や年輩者用もある。大会期間中，球場で
鳴り響くブーブーゼーラに出くわすことになるだろう。
　応援の装いといえば，顔を塗って飾ったり，チームカ
ラーのシャツを着たり，横断幕を掲げたりしているのを
よく見掛ける。当地で人気があるのが，飾りの付いた帽
子マカラバ（Makaraba）。建設作業員用のヘルメット
を改造して飾りを付けたものだ。各国のサポーター向け

にデザインされたものもある。例えば日本用は武士の兜
（かぶと）に似ていて，値段は290ランド（約3,400円）
から。個性的な特別仕様にしてもらう場合には410ラン
ド（約4,800円）からを予定しているという。
　ほかにも，巨大な枠のサングラス・メガネが当地独特
の応援グッズとして場外で売られる。地元の装いを取り
入れると，南アのサポーター魂に触れられるかもしれな
い。
（ジョン・ステュパート，宮部　剛／ヨハネスブルク・センター）

ヨハネスブルク�Johannesburg
ワールドカップ応援グッズ事情

街の広告もワールドカップ一色。パネルに
書かれた「KENAKO」の意味は「さあ，
いよいよ始まるぞ！」

世界の暮らしが見える

物価ウオッチング
 アフリカ編
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