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本日のアウトライン 

 

1. アフリカ開発銀行の概要 

2. アフリカの経済、投資、人口動向 

3. アフリカ開発銀行の長期戦略と（新）重点分野 

4. アフリカ開発銀行における民間向け融資・投資 

5. 再生可能エネルギーならびに省エネ分野 
 



アフリカ開発銀行グループ(AfDB) 
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ミッション 
アフリカ開発銀行の域内加盟国の持続可能な開発及び社会的進歩に寄与す
ること 

本部 

設立 1964年 

本部 アビジャン 

アフリカ開発銀行の概要 



アフリカ開発銀行（AfDB） 
 

アフリカ諸国への融資（ソブリン事業） 
一人あたりの総所得、国の信用度が比

較的高い中所得国への融資 
 
民間セクターの業務 
開発効果が高く、持続可能な企業、事業

体、プロジェクトなどに対する政府保証を

求めない投融資（ローン、劣後ローン、ク

レジットライン、保証、出資／エクイティ

／メザニンなど）  
 

アフリカ開発基金 （AfDF） 
 

• 1972年設立 
• ソフトローン・グラント専門の事業体 
• 主にドナー国からの拠出金（寄付金）で

資金を調達 
• 最貧国向け開発プロジェクトに対する譲

許的資金および助成金を提供することで 
AfDB の取り組みを補完  
• プロジェクト向けのソフトローンは無金利、

融資期間最長50年 
（うち据置期間最長10年） 
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AfDBとAfDFー２つの相互に独立した主要事業体 

アフリカ開発銀行の概要 



日本 
(ASRO) 

アジア代表事務所 
 

2012年10月15日 
正式オープン 
 

アジア加盟国（日本、中国、
韓国、インド）とのパート
ナーシップの推進など 

本部 アビジャン 
各国事務所 30 
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南アフリカ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Senegal.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Ghana.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Madagascar.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Malawi.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Rwanda.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Mali.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Mozambique.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Sierra_Leone.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Tanzania.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Uganda.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Zambia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Algeria.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Ethiopia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Sudan.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Kenya.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cameroon.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Chad.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Angola.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Zimbabwe.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Togo.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Liberia.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_Central_African_Republic.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Cote_d'Ivoire.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Burkina_Faso.svg


これまでの投資実績 

右記）ノン・ソブリン （民間セクター
向けのみのセクター別内訳） 

アフリカ開発銀行は２００５－２０１４年の間に約３兆円のインフラ投資を実施。（政府向け
および民間向けを合計した数字）その内エネルギーと交通セクターが大部分を占める。 



水力発電や太陽光発電の複数プロジェクト

に対して長期融資を実施 

国名：ケニア、タンザニア、ナイジェリア、南

アフリカなど  

• 融資額: １００ 百万ー３００百万ドル 

（約１１０億～３３０億円） 

• AfDB 役割 :  

  - シニアローン 

  - アドバイザリー  

   

 

 

これまでの再生可能エネルギープロジェクト （例） 



アフリカ開発銀行のバランスシート 

** ２０１５年６月は会計監査前の数値 

全体の資産規模や約３兆８千億円。そのうち貸出／ローンが約２兆円さらにプライベイトエ
クイティなどへの出資が約１０００億円。（２０１５年６月時点） 
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10 

アフリカのマーケット動向（経済成長） 

過去１０年以上に渡りアフリカは経済成長を継続してきている。今後もGDP成長
率４－５％程度の成長を実現する可能性は高い。 

アフリカエコノミックjアウトルック 
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アフリカのマーケット動向（資金流入の推移） 

アフリカ向けの資金流入規模は順調に増加してきており、年間約２０兆円規模に。
対外直接投資は約５－６兆円／年の規模に達してきている。 

アフリカエコノミックjアウトルック 
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アフリカのマーケット動向 （今後の人口動向） 

現在約１０億人であるが、２０３０年までに１５．６億人、２０５０年には２１億人に達
すると予測されている。特に東アフリカと西アフリカでの増加が顕著。 

アフリカエコノミックjアウトルック 
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アフリカの電力アクセス 

アフリカの多くの国では未だに無電化の地域が多く電力化率も非常に低い国が多い。 

IAEA資料より抜粋 

電気へのアクセスがない人口 
• ケニア（３５００万人） 
• エチオピア（７０００万人） 
• タンザニア（３６００万人） 
• ナイジェリア（９３００万人） 
 
等 
 

アフリカ全体で約６億人 
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アフリカ開発銀行の（新）重点分野 

２０１５年９月より新総裁アデシナ氏（ナイジェリア人）を迎え、次の１０年に関する

重点分野を絞む方向に動きつつある: 

 

1. エネルギー Light up and Power Africa  電化率１００％を目指す（グリッド、

オフグリッド、太陽光、風力、水力、地熱など） 

2. 農業・農業ビジネス Feed Africa — 農業バリューチェーン、農業ビジネス向け

ファイナンス など 

3. 地域統合化 Integrate Africa — 広域インフラ、貿易促進、金融システムなど 

4. 工業化 Industrialize Africa — SEZ、重工業、製造業、中小企業振興など 

5. 社会セクター Improve the quality of life of Africans  — 教育、保健・衛生、

社会保障など 
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アフリカ開発銀行における民間向け融資・投資 

商業銀行・
リース会社・
その他金融 

投資ファンド 
インフラ 

（大型／メガ
ソーラー等） 

ミニ・グリッド 
（再生可能／
ミックス発電） 

アフリカ開発銀行 

オフ・グリッド 
（太陽光／小
企業／家庭） 

各種セクター 
（製造業・農

業・建設・運輸
等）＋省エネ 

金融機関やファンドを通した融資・投資とともに、インフラプロジェクトへの直接投資を
行っている。 

産業別プロ
ジェクト（農業、
製造業など） 

これから拡大を
促進していきたい
領域 

金融セクター開発局 民間セクター局 
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アフリカにおけるエネルギー重要は安定した増加が予測されている。 

IAEA資料より抜粋 

アフリカの電力需要予測 
 



アフリカの再生可能エネルギー需要 （１） 

各国政府は今後増加するエネルギー需要に対応するため再生可能エネルギー
の比率を高める方向性。 

IAEA資料より抜粋 



アフリカの再生可能エネルギー需要 （２） 

各国政府が様々な政策を検討しているものの、通常のシナリオでは無電化人口は 
２０２５年まで増加、その後の減少スピードも緩慢に留まってしまう可能性が高い。 

IAEA資料より抜粋 



アフリカにおける家庭向けエネルギー消費 

IAEA資料より抜粋 

エネルギー供給を増加させるだけだく、産業分野ならびに家庭における省エネも
中・長期的に推進していく必要性がある。 



アフリカ開発銀行の新しい試み 

アフリカ開発銀行はこれから高まる再生可能エネルギー分野ならびに省エネ分野での投資促進
に関して、新しいイニチアティブ 「ニューディール」を立ち上げ 
２０２５年までにアフリカ全体の電化率１００％を達成するために共同投資を呼びかけている。 

アフリカ開発銀行 



アフリカ開発銀行はこれから高まる再生可能エネルギー分野ならびに省エネ分
野での投資促進に関して、具体策を検討中。 

アフリカ開発銀行 

アフリカ開発銀行の新しい試み 



金融セクター開発局における検討事項 

金融セクター開発局においても投資ファンドの設立や地元金融機関とのコラボ
レーションを検討中。 

金融機関を通じた 
再生可能エネルギー投資の推進 

投資ファンド（デット／エクイティ）を設立し 
個別企業へ融資・投資 

マーケット調査をケニア、ナイジェ
リア、カメルーン、南アを対象に
実施し（３－５月）、投資・融資ファ
シリティの設立を検討する予定。 
 
投資・融資ファシリティは再生可
能エネルギーならびに省エネを
対象とする方向。 
 
 
 
デット型の投資ファンド設立を検
討中。再生可能エネルギーのみ
を対象にする方向。 



ご清聴誠にありがとうございました 

コンタクト先： 
沼澤 和宏 
k.numasawa@afdb.org 
 
アフリカ開発銀行 
金融セクター開発局 プリンシパル投資担当官  
 

mailto:k.numasawa@afdb.org
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