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アフリカ開発銀行
African Development Bank (AfDB)

設立：1964年
本部：アビジャン（コートジ
ボワール）

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
与する事 本部

2015年度年次総会にて選出
アキンウミ・アデシナ新総裁

(2015/9-2020/8)
前ナイジェリア連邦農業・農村開発

大臣

AfDBは、国際開発金融機関（Multilateral Development Bank/MDB）の一つ。
世界銀行やアジア開発銀行と同様。政府が出資、国際金融市場から資金を
調達。主にアフリカ政府に融資するが、民間事業にも出融資可能。
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AfDBグループ加盟国

54 アフリカ域内加盟国

26 域外加盟国

*UAE はADFのみ加盟

計80加盟国
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投融資状況

Loans, grants, equity investment, emergency operation, Heavily
Indebted Poor Countries Initiative (HIPC), debt relief, refinancing,
guarantee, credit lines for post-conflict countries

単位：百万米ドル
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投融資分野

8%
9%

49%

21%

13%

2015年のセクター別融資承認金額の割合

農業及び地方開発

社会セクター

インフラストラクチャー

金融

マルチセクター
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注：インフラストラクチャーは、水衛生分野、エネルギー、コミュニケーション、交通を含む。
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(HQ)

ブルキナファソ

各国事務所と初めての域外代表事務所

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、コートジボワール

現地事務所 30（南スーダン事務所は
暫定的に閉鎖中）

連絡事務所 4（ベニン、ギニア、モー
リアニア、モーリシャ
ス）

地域事務所 2（ナイロビ、プレトリア）
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AfDBの事業戦略「High5s」
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High5s– 10年戦略のスケールアップ

Light up and power

Africa：エネルギーへの
アクセス

2025年までのアフリカ大陸

における電力へのユニ
バーサルアクセスを迅速

化する

Feed Africa：食料増産

農業の大規模な転換を図
り、アフリカが持つ農業の可
能性を最大限に解放するこ
とで、増大する人口への食
糧自給と農業による雇用増

を目指す

Integrate Africa：地域統合

より統合されたインフラストラ
クチャー、特に港湾、鉄道、国
境を超える高速道路の整備

等により、アフリカ自体を結び
つけ、世界ともつなげることを

目指す

Improve the quality of life

for the people of Africa：生
活の質向上

インフラ整備や水・衛生保険
分野での基礎サービスへの
アクセス改善、人材育成等
を通じ、若年層を含めた雇

用創出を目指す
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Industrialize Africa：工業化

民間セクターを後押しすること
で、アフリカを工業化させ、また
世界市場で戦える高い競争力

を育成する



AfDB事業戦略とSDGs
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アフリカ開発銀行とTICAD 6
�テーマセッション１の全体会合においてアフリカ開発銀
行総裁が演説。

�アフリカ開発銀行総裁は、６つのサイドイベントでキー
ノートスピーチや開会演説を行った。

�会期中に、二つの覚書 (MOU) また二つの基本合意書
(LOI)に署名。
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FAPA グラント
EPSA ローン

アフリカの民間セクター支
援のための信託基金

政府、地方政府、企業団体、
公/民間企業などに対し、研

究、技術支援、キャパシティ・ビ
ルディング等の実施を支援。

拠出総額：49.0百万ドル
（日本は35.7百万ドル拠出）

技術支援
無償援助

融資

2005年7月 ＥＰＳＡ-1

ソブリン協調融資 ノンソブリン融資

低所得国の政府及び政府
機関等に対する、AfDB
（ADF）とJICAによる協調
融資。AfDBの審査を活
用、円借款実施を迅速化。

AfDBに対するJICAの
円借款を原資に、AfDB
が民間のプロジェクトや
事業体に政府保証のな
い融資を実施。

G8サミットで５年間で10億ドルの円借款供与を表明

2012年5月 ＥＰＳＡ-2

新たに５年間で10億ドルの円借款供与を表明。

EPSA ： Enhanced Private Sector Assistance for Africa

2014年1月

安倍首相アフリカ訪問時に、EPSA-2倍増を表明

2016年8月 EPSA-3
TICAD6次の3年間で日本政府とAfDBで共同で30
億ドル（15億ドルずつ）の投資表明
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TICAD VI（ナイロビ宣言）とHigh 5s
優先分野１：経済多角化・産業化を通じた経済構造改革の促進

2.2 アフリカ開発銀行等の国際開発金融機関（MDBs）と連携した融資を行う
ことにより、質の高いインフラへの投資を拡充し推進する。

3.4 アフリカ開発銀行等の多国間の開発銀行との連携を含む融資の提供に
より、中小企業等を含むアフリカの民間セクター対する支援を拡大し、役割
を向上させる。

⇒ High 5s： (1)アフリカの電化 ＆ (2)アフリカの工業化 ＆
特にアグリビジネス開発を通じた (3)アフリカの食糧増産

優先分野２：質の高い生活のための強靱な保健システム促進
⇒ High 5s ： (5)人々の生活の質向上 ＆ 特に栄養改善面にお
ける (3)アフリカ食糧増産

優先分野３：繁栄の共有のための社会安定化の促進
⇒ High 5s ： (4)アフリカの地域統合 ＆ 環境に配慮した(3)アフ
リカの食糧増産 15

ナイロビ実施計画



Thank you!

http://www.afdb.org/

http://www.afdb-org.jp/

http://ab-network.jp

アフリカ開発銀行アジア代表事務所

NBF日比谷ビル７階

東京都千代田区内幸町1-1-7

TEL: 03-4589-8721

E-mail: tokyo.info@afdb.org


