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アフリカ開発銀行の概要
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承認総額 101億米ドル、293件（2019年）

アフリカ開発銀行
• 設 立: 1964年
• 本 部: コートジボワール、アビジャン
• ミッション: アフリカ地域加盟国における持続的経済

開発及び社会発展の促進
• 加盟国：81カ国 (域内: 54カ国、域外：27カ国)
• 総 裁: アキンウミ・アデシナ

アフリカ開発銀行グループ
• アフリカ開発銀行 (AfDB)
• アフリカ開発基金 (ADF)
• ナイジェリア信託基金 (NTF)

AfDBの５つの最優先分野「The High 5s」

承認されたプロジェクトの分野別比率（2019年）



アジア代表事務所

ミッション
 アジア地域加盟国とのパートナーシップ及び対話の強化
 アフリカにおける／アフリカとの共同によるビジネス及び投資機会の促進
 AfDB及びその業務に関する幅広い広報及び情報交換

 アフリカ開発銀行の唯一の域外事務所。2012年、東京に開設
 アジア地域の加盟国（４カ国） 中国、インド、日本、韓国をカバー

日本
 日本・アフリカ ビジネスフォーラム（2014, 2017）
 開発政策・人材育成基金(PHRDG) 1994年設置
 アフリカの民間セクター開発のための共同イニシ

アティブ（EPSA） （2005年開始）

韓国
 韓国・アフリカ経済協力会議（KOAFEC）

共催者として、2006年より隔年開催
 KOAFEC 二国間信託基金（2007年設置）
 第53回年次総会（2018年） 於：釜山

インド
 インド工業連盟・インド輸出入銀行主催インド・アフリカ・プロ

ジェクト・パートナーシップ・コンクラーベ（2013年より参加）

 インド・アフリカ経済協力基金（2015年設置）
 第52回年次総会（2017年） 於：アーメダバード

中国
 アフリカと共に成長基金(AGTF) （2014設置）
 中国・アフリカ協力フォーラム(FOCAC)
 第42回年次総会（2007年） 於：上海



アフリカ開発銀行と日本

第７回アフリカ開発会議（TICAD7）

2019年8月、横浜で開催された

TICAD７にアデシナ総裁、シェリフ副
総裁、ブランキ副総裁、モンガ副総
裁、ツァバララ副総裁が出席

 アデシナ総裁は全体会
合３で、アフリカへの積

極的な投資を呼びかける
スピーチ

 サイドイベント「アフリカの人間
開発に向けたイノベーション」を
主催

 JETRO、STSフォーラム、ササカワ・ア
フリカ財団等のサイドイベントに参加

 EPSA４の発表式典
を開催

アジア代表事務所 (SNAR)

 2012年10月、東京に開設
 アフリカ開発銀行で唯一のアフリカ域外事務所
 アジア地域の加盟国（４カ国） 中国、インド、日本、韓国をカバー
ミッション
 アジア地域の官民パートナーとの関係強化と対話の促進、対アフリカ投資・

ビジネスの振興に向けた革新的取組、アフリカ大陸の投資・ビジネス環境
に関する情報発信を通じ、AfDBの10カ年長期戦略及び５つの優先課題
（「High5s」）に貢献すること

アフリカ開発銀行と日本
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・1983年2月加盟
・中所得国及び民間セクターへ

の非譲許的融資

AfDB

・1973年6月加盟
・低所得国支援に特化した
アフリカ開発基金

ADF

日本
引受資本：49.68億米ドル
出資比率：5.5%
(81カ国中第4位)

加盟国別出資比率
（2019年12月末時点）

日本アフリカ・ドリーム奨学
プログラム（JADS）

 アフリカの若者を対象に、日
本の大学院で電力、農業、保
健、環境、工学の分野の修士
課程教育を提供する留学プロ
グラム

 日本政府の信託基金「開発政
策・人材育成基金（PHRDG）
」を活用し、2017年に開始

 日本とアフリカの大学間連携促
進、日本の民間セクターとの
パートナーシップ強化

日本・アフリカビジネスフォーラム

 日本とアフリカ間の投資・ビジネス促進
を目的とした官民セクターによる意見交
換及びネットワーキングの機会

 アフリカ各国閣僚、日本・アフリカの政
府高官、企業経営者、学者による登壇

第１回：2014年6月10-11日
約1100名参加
「アフリカで成功する—拡大

し続ける成長と機会」

第２回：2017年7月25-26日
約1500名参加（ライブ視聴含む）
「アフリカの投資とビジネス機会」
• ボアマ上級副総裁が来日
•ビジネスマッチング118組：90社参加、

第３回 2021年開催予定

アフリカの民間セクター開発の
ための共同イニシアティブ (EPSA)

AfDBと日本政府が共同でアフリカの民
間セクターを支援。2005年より開始。

アフリカの民間セクターを包括的に支
援し、経済成長、貧困削減を促進

EPSA1-3(2005-2019)で累計60億ドル
３つのコンポーネント
 ACFA：JICAとAfDBによる政府向け
協調融資ファシリティー

 NSL：JICAからAfDBへの円借款を通
じ、アフリカの民間セクター向けに資金
を供給するファシリティー

 FAPA：日本、オーストリア政府等
が拠出する信託基金。アフリカの民間
セクター向けに技術支援等を行う

第４次EPSA（EPSA４）
 TICAD7で、日本政府と共同で35億米ド

ル(2020-2022年)の資金協力を発表
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AIFの目標達成のための４つの柱

AFRICA INVESTMENT FORUM’S APPROACH

案件オリジネーション、

ストラクチャリング、

デューデリジェンス

案件アドバイザリー

民間／PPP案件のライ

ブ・データベースを提供

するデジタル・プラット

フォーム

 投資家の動員及び関与
 パートナーの関与
 投資ラウンドテーブル
 投資家を促すメカニズム
 バーチャル・ボードルーム

 ボードルーム
 公開セッション
 B２Bミーティング
 起業家（スタートアップ）

ピッチ・セッション
 ディール・ギャラリー

 ボードルームの成果のレビュー

 最新情報の共有のため、プロ

ジェクト・スポンサーと定期会合

 投資家の関与

 ポートフォリオの管理と報告

アフリカ・インベストメント・フォーラム（AIF）アフリカ・インベストメント・フォーラム（AIF）

アフリカにおける投資市場－ 多様な参加者、多様な手法のプラットフォーム

AIFホームページ（英語）： https://africainvestmentforum.com
お問い合わせ（英語） ： aif@afdb.org



参加者総数

参加者
２,２９１人

国家元首 ４名

（ガーナ、モザンビー
ク、ルワンダ、南アフリ
カ）

１０１カ国から
参加

ボードルーム

ボードルームで協議
された案件数： 57件

投資家
６９８名

ボードルームで協議
された案件総額：

６７７億米ドル

国別案件 ２５件

多国間案件 ７件
地域案件 ３件

マーケットプレイス
ネットワーキング

公式な2者間協議 ４００件
マーケットプレイスにおける厳選

されたB２B対話を含む

アプリを通じた
コンタクト・リクエスト

6,591件

公開セッション
メディア報道

公開セッション １９回
記者会見 ２２回

ニュース報道 ２,５００本
以上、約１８２万部

１３０万件ツィート

マーケットプレイスにおける厳
選されたB２B対話

３１件、52億米ドル

最大案件 モザンビーク
LNGプロジェクト：
２４６億米ドル

7,640万米ドルの資金調達

を求める16件のスタート
アップ・ピッチ

プロフィール・アクセス
１６,８０７件

新規フォロワー4,079人

登録期間中のAIFホーム
ページへのアクセス数

５６,０００件

ディール・ギャラリー
における展示

６１件、総額２７７億米ドル

アフリカ・インベストメント・フォーラム（AIF）

2019年 AIF マーケット・デイ における主な成果



新型コロナウイルス感染症とアフリカ経済新型コロナウイルス感染症とアフリカ経済
向い風要因 追い風要因

アフリカ各国政府及び開発援助機関はCOVID-19の感染拡大によるインパクトを効果的に抑えるため
に、より協調し、焦点を絞り、迅速に対処しなければならない。

感染拡大及びその後の影響により、アフリカでは4900万人が極度の貧困に陥る恐れがある。特に、西
部及び中部アフリカが最も悪影響を受ける。

アフリカ経済見通し2020補足資料

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）による経済・社会への影響からアフリカ各国及び民間セクターを保
護するため、100億米ドルにのぼる支援ファシリティを設置。

新型コロナウイルス感染症即応ファシリティー (CRF)

 （U字回復を伴うものの）差し迫ったグローバルな
景気後退

 過去25年間で初めてのマイナス成長 （実質GDP
成長率はマイナス3.4%の予測）

 2020年の海外直接投資（FDI）及び海外からの送
金は30 – 40%減少する見込み

 グローバルなコモディティ需要の減少 （アフリカ
は世界原材料の 60%を供給）

 サプライチェーンの中断

 保健セクターへの投資の増加
 アフリカの工業化に関する議論が再び興隆
 アフリカのデジタル革命が加速する機会

 潜在的なエネルギー需要・ロックダウン解除後に
需要急増の可能性

 インフラ需要という基礎的要因・パンデミックによ
り、アフリカのインフラという機会への投資を加速
する緊急性が発生
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有難うございました

English https://www.afdb.org/en
日本語 https://afdb-org.jp/

この日本語版は、お客様への便宜を図る目的で、正文の英語版
より和訳したものです。適宜、英語版をご参照ください。


